
 

 

 

 

 

 

牧港補給地区（第５ゲート付近）（３０） 

支障除去措置に係る資料等調査 

 

 

 

 

報 告 書 

 

 

 

 

 

平成 31 年 3 月 

 

沖 縄 防 衛 局 管 理 部 

株式会社 沖縄環境保全研究所 

 

 



 



目 次 

第 1章 業務概要 .................................................................. 1 
1.1 業務名称および実施機関 ........................................................ 1 
1.2 業務目的 ...................................................................... 1 
1.3 業務履行箇所 .................................................................. 1 
1.4 履行期間 ...................................................................... 3 
1.5 関係法令等 .................................................................... 3 

第 2章 調査方法 .................................................................. 4 
2.1 調査の流れ .................................................................... 4 
2.2 資料等調査 .................................................................... 5 
2.2.1 使用履歴に関する調査 ...................................................... 5 
2.2.2 聞き取り調査および現地確認視察 ............................................ 6 
2.2.3 地下水等に関する調査 ...................................................... 6 
2.2.4 対象地周辺における既往の環境調査結果の収集、整理 .......................... 7 
2.2.5 不発弾等探査に関する調査 .................................................. 7 
2.2.6 文化財および植生等に関する調査 ............................................ 7 

第 3章 資料等調査結果 ............................................................ 8 
3.1 対象地の使用履歴に関する調査 .................................................. 8 
3.1.1 施設概要 .................................................................. 8 
3.1.2 航空写真による履歴調査 ................................................... 11 
3.1.3 地形図による地歴調査 ..................................................... 27 
3.1.4 土地登記簿による調査 ..................................................... 31 
3.1.5 水質汚濁防止法に基づく特定事業場の立地状況 ............................... 32 
3.1.6 事故等に関する履歴調査 ................................................... 33 
3.1.7 米軍への照会 ............................................................. 34 

3.2 聞き取り調査および現地確認視察 ............................................... 35 
3.2.1 聞き取り調査 ............................................................. 35 
3.2.2 現地確認視察による調査 ................................................... 38 

3.3 海没地の状況 ................................................................. 40 
3.4 地下水に関する調査 ........................................................... 43 
3.4.1 地形地質概要 ............................................................. 43 
3.4.2 地下水概要 ............................................................... 44 
3.4.3 流入水系の流域区分 ....................................................... 46 
3.4.4 既往の地下水等調査結果 ................................................... 47 

3.5 対象地周辺における既往の環境調査結果の収集、整理 ............................. 52 
3.6 不発弾等の探査に係る調査 ..................................................... 58 
3.6.1 不発弾等 DBによる発見状況調査 ............................................ 58 
3.6.2 戦時中の交戦状況 ......................................................... 59 

3.7 文化財および植生等調査 ....................................................... 61 
3.7.1 文化財に関する調査 ....................................................... 61 
3.7.2 植生等に関する調査 ....................................................... 65 

 

 



第 4章 資料等調査結果のまとめ ................................................... 68 
4.1 調査結果の整理 ............................................................... 68 
4.2 蓋然性の評価 ................................................................. 70 
4.2.1 土壌汚染に係る蓋然性の評価 ............................................... 70 
4.2.2 水質（底質）汚濁に関する蓋然性の評価 ..................................... 71 
4.2.3 不発弾等に関する蓋然性の評価 ............................................. 72 
4.2.4 廃棄物に関する蓋然性の評価 ............................................... 72 

第 5章 調査等計画の立案 ......................................................... 73 
5.1 支障除去措置に係る対象物質 ................................................... 73 
5.2 土壌汚染に係る調査計画 ....................................................... 78 
5.2.1 調査対象物質 ............................................................. 78 
5.2.2 汚染のおそれの区分の分類 ................................................. 79 
5.2.3 調査範囲 ................................................................. 80 
5.2.4 調査地点位置 ............................................................. 81 
5.2.5 調査数量 ................................................................. 85 

5.3 水質（底質）汚濁に係る調査計画 ............................................... 86 
5.3.1 調査対象物質 ............................................................. 86 
5.3.2 調査地点位置 ............................................................. 86 
5.3.3 調査数量 ................................................................. 88 

5.4 不発弾等に係る探査計画 ....................................................... 89 
5.4.1 不発弾の埋没または貫入の可能性に関する土質力学的検討 ..................... 89 
5.4.2 探査手法 ................................................................. 91 
5.4.3 探査範囲 ................................................................. 93 
5.4.4 探査数量 ................................................................. 94 
5.4.5 不発弾貫入深度検討のための土質調査実施計画 ............................... 95 

5.5 廃棄物に係る調査計画の立案 ................................................... 97 
5.5.1 調査手法 ................................................................. 97 
5.5.2 調査範囲 ................................................................. 99 
5.5.3 調査数量 ................................................................. 99 

第 6章 関係法令等整理 .......................................................... 100 
 

 

 



1 

 

第1章  業務概要 

 1.1 業務名称および実施機関 

業務名称：牧港補給地区（第５ゲート付近）（３０）支障除去措置に係る資料等調査 

実施機関：株式会社沖縄環境保全研究所 

〒904-2234 沖縄県うるま市州崎7-11 

TEL 098-934-7020 FAX 098-934-7021 

環境大臣指定調査機関（指定番号 2014-47000-1002） 

 

 1.2 業務目的 

本業務は、牧港補給地区の一部（第５ゲート付近の区域）返還に伴い、「沖縄県における駐

留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法（平成7年法律第102号）」第8

条の規定に基づく支障除去措置を実施するため、対象地の米軍接収以前を含めた使用履歴等

を調査し、土壌汚染、水質汚濁、不発弾等および廃棄物が存在するおそれがあると認められ

た場合において、跡地利用計画を踏まえ、それらの調査計画を立案することを目的とする。 

 

 1.3 業務履行箇所 

業務履行箇所を図 1-1および図 1-2に示す。 

資料等調査に関する業務履行箇所（以下、対象地とする）は、沖縄県浦添市に所在する牧

港補給地区の第5ゲート付近に位置する約16,990㎡の区域である。対象地について、資料等調

査の結果を踏まえ、支障除去措置に係る計画立案を行った。 

 

○：対象地 

図 1-1 調査対象地位置図（出典：「地理院地図」） 
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□：対象地 

図 1-2 調査対象地位置図（出典：「沖縄県数値地図」） 

 

海没地 
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 1.4 履行期間 

自 平成30年8月31日 ～ 至 平成31年3月29日 

 

 1.5 関係法令等 

本調査に際しては、次に示す関係法令やガイドライン等を参考に、資料等調査および調査

計画立案を行った。 

 

 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法（平成

7年 5月 26 日法律第 102号） 

 土壌汚染対策法（平成 14年 5月 29日法律第 53号） 

 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第 2版)（平成 24年 8

月、環境省 水・大気環境局 土壌環境課） 

 油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等

による対応の考え方-（平成 18年 3月、中央環境審議会土壌農薬部会・土壌汚染技術基

準等専門委員会） 

 水質汚濁防止法（昭和 45年 12月 25日法律第 138号） 

 ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年 7月 16日法律第 105号） 

 沖縄県生活環境保全条例（平成 20年 12月 26日条例第 43号） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年 12月 25日法律第 137号） 

 河川法（昭和 39 年 7月 10 日法律第 167号） 

 埋設農薬調査・掘削等マニュアル（平成 20年 1月、環境省 水・大気環境局 土壌環境

課農薬環境管理室） 

 その他、支障除去措置に係る関係法令等 
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第2章  調査方法 

 2.1 調査の流れ 

本調査は、図 2-1に示すフローに従って実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2-1 業務フロー 

 

計画準備 

資料等調査業務 

・既存資料調査 

・現地確認視察 

・聞き取り調査 

調査計画等立案業務 

・土壌汚染概況調査計画 

・水質調査計画 

・不発弾等探査計画 

・廃棄物調査計画 

関係機関との調整 

報告書作成 

成果品納入 

打合せ協議（業務着手時） 

打合せ協議（中間） 

打合せ（成果品納入時） 

打合せ協議（中間） 
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 2.2 資料等調査 

対象地における土壌汚染、水質汚濁、不発弾等および廃棄物の存在の蓋然性を確認するた

め、本調査では既存資料（発注者および関係行政機関により提供された資料や一般に公にさ

れた資料）のほか、聞き取り調査および現地確認視察を通じて使用履歴に関する情報を得た。 
 

 2.2.1  使用履歴に関する調査 

使用履歴に関する調査において入手した資料一覧を表 2-1に示す。使用履歴に関する調査

においては、対象地において米軍が接収する以前も含め、有害な物質（特定有害物質および

ダイオキシン類等）を排出等する建物等が立地していたか否か等を確認することを目的に関

係行政等への照会および一般公表資料を確認することにより行った。 
 

表 2-1 使用履歴に関する資料一覧 

資料名 作成または出版元・入手先 備考 

沖縄県数値図 沖縄県総合情報政策課 平成 21～23 年度測量 

沖縄の米軍基地（抜粋） 沖縄県基地対策課（HP 公表） 平成 20 年 3 月、平成 25 年 3

月発行 

写真にみる浦添のあゆみ 浦添市教育委員会 昭和 63 年 3 月発行 

浦添市史第 1 巻・第 6 巻 浦添市教育委員会 平成元年・昭和 61 年発行 

航空写真（15 時期） 沖縄県公文書館 1 時期 

(一財)日本地図センター 14 時期 

地形図（9 時期） 沖縄公文書館 1 時期（米軍作成） 

国立国会図書館 8 時期 

土地登記簿 那覇地方法務局 公用取得 

水質汚濁防止法特定事業場台帳 沖縄県環境保全課（HP 公表） 平成 29 年度末時点 

過去の航空機関連事故一覧 沖縄県基地対策課（HP 公表） 平成 26 年 7 月 31 日更新 

浦添で起きた主な事件事故年表 浦添市企画課（HP 公表） 平成 21 年 5 月現在 

米軍基地環境カルテ牧港補給地区 沖縄県環境政策課（HP 公表） 平成 29 年 3 月作成 

米軍への照会・回答 沖縄防衛局管理部 平成 30 年 12 月回答 
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 2.2.2  聞き取り調査および現地確認視察 

聞き取り調査概要を表 2-2に、現地確認視察概要を表 2-3に示す。 

聞き取り調査においては、既存資料の補足や既存資料では確認できない情報の入手を目的

に対象地に詳しい近隣住民等を対象に行った。 

現地確認視察においては、建物等の痕跡や不自然な盛土等の有無による土壌汚染発生およ

び埋設廃棄物等の存在の蓋然性のほか、現に水質汚濁の発生、不発弾等および不法投棄の有

無の確認を目的に現地確認視察を行った。 
 

表 2-2 聞き取り調査概要 

実施日時 【浦添市勢理客自治会】平成 30 年 12 月 3 日（月） 10：00～11：30 

【浦添市軍用地等地主会】平成 30 年 12 月 5 日（水） 10：00～11：30 

【浦添市字小湾郷友会】平成 30 年 12 月 10 日（月） 14：00～16：30 

実施場所 【浦添市勢理客自治会】勢理客公民館 

【浦添市軍用地等地主会】浦添市軍用地等地主会事務所 

【浦添市字小湾郷友会】小湾自治会館 

実施機関 沖縄防衛局管理部、（株）沖縄環境保全研究所 

対象者 【浦添市勢理客自治会】68 歳男性、69 歳男性 

【浦添市軍用地等地主会】71 歳男性 2 名 

【浦添市字小湾郷友会】49 歳男性、69 歳男性、71 歳男性、79 歳男性、86 歳男

性、89 歳男性 

聞き取り調査内容 聞き取り調査では使用履歴・環境等・戦災等に関して質問を行った。 

 

表 2-3 現地確認視察概要 

実施日 平成 31 年 2 月 28 日（木） 

実施機関 （株）沖縄環境保全研究所 

現地踏査内容 土地の使用状況のほか、土壌汚染の端緒の有無・水質汚濁の発生状況・不発弾

等の有無・廃棄物の有無・植生等について確認を行った。 

 

 2.2.3  地下水等に関する調査 

地下水等に関する調査において入手した資料一覧を表 2-4に示す。地下水等に関する調査

においては、今後の支障除去措置に係る調査計画の基礎資料の収集を目的に一般公表資料を

確認することにより行った。 
 

表 2-4 地下水等に関する資料一覧 

資料名 作成または出版元・入手先 備考 

土地分類基本調査（「那覇」「沖縄市南

部」「糸満」「久高島」） 

沖縄県 昭和 58 年 3 月作成 

米軍基地環境カルテ牧港補給地区 沖縄県環境政策課（HP 公表） 平成 29 年 3 月作成 

小湾川水系河川整備基本方針 沖縄県河川課 平成 23 年 3 月作成 

沖縄県環境白書（平成 16～29 年度） 沖縄県環境政策課（HP 公表） 平成 15 年～28 年度調査分 
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 2.2.4  対象地周辺における既往の環境調査結果の収集、整理 

既往の環境調査結果の収集、整理においては、今後の支障除去措置に係る調査計画の基礎

資料の収集を目的に、対象地周辺における既往の環境調査結果を収集し、土壌汚染対策法の

特定有害物質、水質汚濁防止法第 2条第 2項第 1号の政令で定める物質、農薬類、およびダ

イオキシン類の状況について整理を行った。収集した既往の環境調査結果を表 2-5に示す。 
 

表 2-5 対象地周辺における既往の環境調査結果一覧 

資料名 作成または出版元・入手先 備考 

沖縄県衛生環境研究所報 沖縄県衛生環境研究所（HP 公表） 昭和 49 年～平成 19 年発行 

沖縄県環境政策課による調査結果 沖縄県環境政策課（HP 公表） 平成 28 年発行 

浦添市による調査結果 浦添市環境保全課（HP 公表） 平成 27 年～30 年 9 月発行 

沖縄県環境白書（平成 16～29 年度） 沖縄県環境政策課（HP 公表） 平成 15 年～28 年度調査分 

 

 2.2.5  不発弾等探査に関する調査 

不発弾等探査に関する調査において入手した資料一覧を表 2-6に示す。不発弾等に関する

調査においては、不発弾等が存在する可能性を検討することを目的に一般公表資料を確認す

ることによるほか、沖縄戦当時の交戦状況や対象地における地形改変の有無の確認を目的に

対象地に詳しい近隣住民等への聞き取りを行った。 
 

表 2-6 不発弾等に関する資料一覧 

資料名 作成または出版元・入手先 備考 

沖縄不発弾等事前調査データベース

システム 

沖縄総合事務局開発建設部

（HP 公表） 

 

米軍の進撃ライン 内閣府沖縄振興局沖縄戦関係

資料閲覧室（HP 公表） 

 

浦添市史第 5 巻・第 7 巻 浦添市教育委員会 昭和 59 年・昭和 62 年発行 

写真にみる浦添のあゆみ 浦添市教育委員会 昭和 63 年発行 

 

 2.2.6  文化財および植生等に関する調査 

文化財および植生等に関する調査において入手した資料一覧を表 2-7に示す。なお、現地

確認視察は表 2-3の使用履歴に関する現地確認視察と併せて行った。文化財および植生等に

関する調査においては、今後の支障除去措置に係る保全措置の必要性を検討するための基礎

資料の収集を目的に関係行政等への照会および一般公表資料を確認することによるほか、現

況の確認を目的に現地確認視察を行った。 
 

表 2-7 文化財および植生等に関する資料一覧 

資料名 作成または出版元・入手先 備考 

浦添市指定文化財一覧 浦添市文化課（HP 公表） 平成 29 年 4 月 1 日現在 

浦添市環境マップ 浦添市環境保全課（HP 公表） 平成 28 年 3 月作成 

自然環境調査 Web-GIS 環境省自然環境局生物多様性

センター（HP 公表） 

第 6・7 回自然環境保全基礎

調査 
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第3章  資料等調査結果 

 3.1 対象地の使用履歴に関する調査 

 3.1.1  施設概要 

  1) 基地概要 

使用履歴に関する調査に先立ち確認した「沖縄の米軍基地」における牧港補給地区に関す

る施設概要を図 3-1に、沿革を図 3-2に示す。 

牧港補給地区は浦添市の仲西から港川に至り、国道 58号沿いから西側の海岸までの間を南

北 3km、東西 1km に及ぶスペースを占める広大な兵站補給整備基地である。また、那覇新港

や卸売商業団地が所在する西海岸と国道 58号に挟まれ、中南部の要路に位置している。昭和

20年の軍事占領の継続として使用が開始され、復帰前、沖縄の最高統治機関だった米国民政

府（昭和 47 年廃止）も同施設内にあった。なお、昭和 53年に施設管理権が陸軍から海兵隊

に移管されている。 
 

 

「沖縄の米軍基地」から引用 

図 3-1 牧港補給地区の施設概要 
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「沖縄の米軍基地」から引用 

図 3-2 牧港補給地区の沿革 
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  2) 朝鮮戦争・ベトナム戦争 

「写真にみる浦添のあゆみ」における昭和 30～40年代の牧港補給地区の状況写真を図 3-3

に示す。 

「浦添市史第 1巻」や「写真にみる浦添のあゆみ」によると、牧港補給地区は朝鮮戦争（昭

和 25年～昭和 28 年）の勃発により本格的な基地建設が始まり、それが進むにつれてメディ

カルデポー（薬品関係）、オーディナンスデポー（軍事物資の運搬、各種車両の修理）、QM（食

糧、被覆、燃料等の補給）、ポストエンジニア（住宅関係の電気、水道、大工）、シグナルデ

ポー（重機類関係）等の各部隊が配置されたとされている。特に、ベトナム戦争（昭和 39

年～昭和 50 年）の時は物資の補給のほか、ベトナム戦場からジープ・戦車などの破損車両が

数千台も常時持ち込まれ、修理作業が突貫作業で行われていたとされている。 
 

 

「写真にみる浦添のあゆみ」から引用 

図 3-3 昭和 30～40年代における牧港補給地区の状況写真 
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 3.1.2  航空写真による履歴調査 

建物等の立地履歴や土地の改変履歴の有無を客観的に確認するために収集・整理した航空

写真の諸元を表 3-1に示す。 
 

表 3-1 航空写真の諸元一覧 

No. 撮影年月日 撮影機関 撮影高度 撮影縮尺 備考 

① 昭和 20 年 1 月 3 日 米軍 不明 60000  

② 昭和 20 年 2 月 28 日 米軍 30000ft 不明 沖縄県公文書館 

③ 昭和 20 年 12 月 10 日 米軍 6000m 30900  

④ 昭和 21 年 2 月 22 日 米軍 6100m 40000  

⑤ 昭和 22 年 5 月 12 日 米軍 不明 32000  

⑥ 昭和 45 年 5 月 12 日 琉球政府 1500m 10000  

⑦ 昭和 48 年 2 月 13 日 国土地理院 5600m 37000  

⑧ 昭和 52 年 12 月 23 日 国土地理院 1600m 10000  

⑨ 昭和 59 年 11 月 9 日 国土地理院 3000m 20000  

⑩ 平成 2 年 10 月 20 日 国土地理院 3750m 25000  

⑪ 平成 5 年 8 月 3 日 沖縄県 1650m 10000  

⑫ 平成 14 年 1 月 12 日 国土地理院 3925m 25000  

⑬ 平成 17 年 1 月 24 日 国土地理院 3200m 20000  

⑭ 平成 21 年 11 月 6 日 国土地理院 1800m 8000  

⑮ 平成 22 年 9 月 27 日 国土地理院 1523m 10000  

 

航空写真を図 3-4～図 3-18に示し、航空写真による確認結果を併記した。 

昭和 20年 1月および同年 2月の航空写真から、対象地は東部には小湾集落、西部には周囲

を石で囲んで護岸を形成し、小湾川の流れを導いて土砂が堆積したイリヌ潟と呼ばれる農地

が確認された。また、昭和 20年 12月から昭和 22年 5月までの航空写真から、対象地の東側

には道路やくわん橋が建設されているのが確認された。なお、昭和 45年 5月には対象地北東

側では牧港補給地区が整備され、対象地では小湾集落とイリヌ潟が完全になくなり、更地に

なっている。 

対象地においては昭和 45年以降、米軍の資材置場や排水路、空き地、並びに埋め立工事や

沖縄電力変電所工事の作業ヤードなどとして利用されている状況が確認されたが、建物が建

設された履歴は確認されなかった。 
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図 3-4 昭和 20年(1945年)1月 3日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

【航空写真確認結果】 
対象地は東部には小湾集落、西部
には周囲を石で囲んで護岸を形
成し、小湾川の流れを導いて土砂
が堆積したイリヌ潟と呼ばれる
農地が確認できる。 

「米軍撮影」 

小湾集落 

イリヌ潟 

①  
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図 3-5 昭和 20 年(1945年)2月 28日撮影航空写真 

この空中写真は、沖縄県公文書館が所有する米軍撮影の空中写真を複製したものである。 

 

 

【航空写真確認結果】 
対象地は昭和 20年 1月から変化
は見られない。 

「米軍撮影」 

小湾集落 

イリヌ潟 

② 
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図 3-6 昭和 20 年(1945年)12月 10日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

【航空写真確認結果】 
対象地は昭和 20年 2月から大き
な変化は見られない。なお、東側
には道路が建設され、小湾集落の
一部はなくなっている。 

「米軍撮影」 

小湾集落 

イリヌ潟 

③ 
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図 3-7 昭和 21 年(1946年)2月 22日撮影航空写真 

 

 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

「米軍撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地は昭和 20年 12月から大き
な変化は見られない。なお、北東
側の小湾集落がなくなっている。 

小湾集落 

イリヌ潟 

④ 
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図 3-8 昭和 22 年(1947年)5月 12日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「米軍撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地は昭和 21年 2月から変化
は見られない。 

小湾集落 

イリヌ潟 

⑤ 
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図 3-9 昭和 45 年(1970年)5月 12日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「琉球政府撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地は小湾集落とイリヌ潟が完全に
なくなり、更地になっている。中央付
近には排水路と排水管が敷設されてい
る。また、中北部の海岸線は石で護岸
が形成されている。なお、対象地の北
東側には旧極東放送のラジオ送信所
が、南東側には沖縄電力変電所の敷地
が造成され、道路が舗装されている。 

排水路 

排水管 

旧極東放送ラジオ送信所 

沖縄電力変電所 

⑥ 
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図 3-10 昭和 48年(1973 年)2月 13日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「国土地理院撮影」 

【航空写真確認結果】 
昭和 45年から大きな変化は見ら
れないが、海岸部に物資が密に置
かれている。 

物資 

⑦ 
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図 3-11 昭和 52年(1977 年)12月 23日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

【航空写真確認結果】 
昭和 48年に置かれていた物資は
なくなり、対象地は完全に更地に
なっている。なお、対象地の南東
側には沖縄電力変電所が建設さ
れている。 「国土地理院撮影」 

沖縄電力変電所 

⑧ 
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図 3-12 昭和 59年(1984 年)11月 9日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「国土地理院撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地は昭和 52年から大きな変
化は見られないが、南部の海岸に
は砂浜が形成されている。 

砂浜 

⑨ 
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図 3-13 平成 2年(1990年)10月 20日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「国土地理院撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地西部は埋め立てられ、埋立て工
事に伴う土や資材等が置かれている。
また、対象地東部から北部に向かって
道路が建設されている。なお、対象地
中央付近に敷設されていた排水路は
対象地北側に切り替えられ、西側には
西洲中継ポンプ場が建設されている。 

排水路 

西洲中継ポンプ場 

⑩ 
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図 3-14 平成 5年(1993年)8月 3日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「沖縄県撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地は平成 2 年から大きな変
化は見られないが、平成 2年に置
かれていた土や資材等はなくな
っている。 

⑪ 
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 図 3-15 平成 14年(2002 年)1月 12日撮影航空写真  

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「国土地理院撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地北西部の境界にはフェン
スが設置され、対象地は芝生が張
られている。また、対象地東部の
沖縄電力変電所に接する場所は
変電所工事のためと思われる作
業ヤードとして利用されている。 

フェンス 

作業ヤード 

⑫ 
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図 3-16 平成 17年(2005 年)1月 24日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「国土地理院撮影」 

【航空写真確認結果】 
平成 14年にあった変電所工事の
作業ヤードがなくなっている。 

⑬ 
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図 3-17 平成 21年(2009 年)11月 6日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「国土地理院撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地は平成 17年から大きな変
化は見られない。なお、対象地南
側でくわん橋の架け替え工事が
行われている。 

くわん橋 

⑭ 
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図 3-18 平成 22年(2010 年)9月 27日撮影航空写真 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

 

「国土地理院撮影」 

【航空写真確認結果】 
対象地は平成 21年から大きな変
化は見られない。 

⑮ 
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 3.1.3  地形図による地歴調査 

地形の変遷（造成等履歴）による廃棄物の埋設等の可能性の検討や地図記号の変遷による

土地の使用形態を確認するために収集・整理した地形図の諸元を表 3-2に示す。 
 

表 3-2 地形図の諸元一覧 

No. 発行年 図名 図歴 作成・発行機関 縮尺 

① 大正 10 年 「那覇」 大正 8 年測図 
参謀本部陸地測

量部 
1/25000 

② 昭和 23 年 「AZAGAWA」 昭和 23 年測量 米国陸軍地図局 1/4800 

③ 昭和 37 年 「那覇」 昭和 36 年応急修正 
琉球政府法務局

臨時土地調査部 
1/50000 

④ 昭和 49 年 「那覇」 昭和 48 年測量 国土地理院 1/25000 

⑤ 昭和 56 年 「那覇」 昭和 56 年修正 国土地理院 1/25000 

⑥ 平成 2 年 「那覇」 昭和 63 年修正 国土地理院 1/25000 

⑦ 平成 9 年 「那覇」 平成 6 年修正 国土地理院 1/25000 

⑧ 平成 13 年 「那覇」 平成 11 年修正 国土地理院 1/25000 

⑨ 平成 18 年 「那覇」 平成 18 年更新 国土地理院 1/25000 

⑩ 平成 24 年 JE04-4 平成 21～23 年測量 沖縄県 1/2500 

 

地形図を図 3-19～図 3-28 に示し、地形図による確認結果を併記した。 

大正 8年測図の地形図では東部に集落、西側の周縁部に護岸の記載が確認された。昭和 23

年測量地形図では集落はなくなり、対象地の東側には道路が確認された。昭和 48年測量地形

図では西側周縁部の護岸がなくなり、西部は海域となっていた。また、中央付近には排水管、

南東側周縁部には沖縄電力変電所敷地の周囲に護岸が確認された。昭和 63年修正地形図では

対象地西部は埋め立てられ、対象地東部から北部に向けて道路が確認された。平成 21～23

年度測量地形図では対象地南東部に鉄塔が確認された。 

なお、対象地はほぼ平坦で切土や盛土は確認されなかったが、海域の埋め立による地形の

変化が確認された。 
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【地形図確認結果】 
対象地は東部に集落、西側の周縁
部に護岸の記載が確認できる。 

【地形図確認結果】 
対象地は昭和 23年から大
きな変化は見られない。 

【地形図確認結果】 
対象地西側周縁部の護岸がなくなり、西部は
海域となっている。また、中央付近には排水
管、南東側周縁部には護岸が確認できる。 

排水管 

護岸 

図 3-19 大正 8年（1919 年）測図地形図 図 3-20 昭和 23年（1948年）測量地形図 

図 3-22 昭和 48年（1973年）測量地形図 図 3-21 昭和 36年（1961年）応急修正地形図 

【地形図確認結果】 
集落はなくなり、対象地の東側
に道路の記載が確認できる。 

この地図は、沖縄県公文書館が所有する米軍作成の 4800 分 1 地形図

を複製したものである。 

これらの地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 5 万分 1 地形図、2 万 5 千分 1 地形図及び数値地図 25000（地図画像）を複製したものであ

る。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号）（ただし、右上の地図を除く） 

なお、これらの地図を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

① ② 

③ ④ 
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【地形図確認結果】 
対象地は昭和 48年から大
きな変化は見られない。 

【地形図確認結果】 
対象地西部は埋立てられ、対象地東部
から北部に向けて道路が確認できる。 

【地形図確認結果】 
対象地は昭和 63年から大
きな変化は見られない。 

【地形図確認結果】 
対象地は平成 6 年から大
きな変化は見られない。 

図 3-23 昭和 56年（1981年）修正地形図 図 3-24 昭和 63年（1988年）修正地形図 

図 3-25 平成 6年（1994 年）修正地形図 図 3-26 平成 11年（1999年）修正地形図 

これらの地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 5 万分 1 地形図、2 万 5 千分 1 地形図及び数値地図 25000（地図画像）を複製したものであ

る。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、これらの地図を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 
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【地形図確認結果】 
対象地は平成 11年から大
きな変化は見られない。 

【地形図確認結果】 
対象地南東部に鉄塔
が確認できる。 

鉄塔 

図 3-28 平成 21～23年度（2009～2011年度）

測量地形図 

図 3-27 平成 18年（2006年）更新地形図 

これらの地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 5 万分 1 地形図、2 万 5 千分 1 地形図及び数値地図 25000（地図画像）を複製したものであ

る。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、これらの地図を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

⑨ ⑩ 



31 

 

 3.1.4  土地登記簿による調査 

有害な物質を排出等する施設等の立地の可能性を検討するために収集・整理した土地登記

簿の一覧を表 3-3に示す。 

対象地は、字小湾ソミザのみに属している。地積合計に対する所有者の割合は、個人が約

97％と大部分を占めており、次いで法人、市の順であった。また、地積合計に対する地目の

割合は、宅地が 27.97％、畑が 27.56％であり、次いで雑種地、堤、原野の順であった。 
 

表 3-3 土地登記簿による調査結果一覧表 

筆数/地積合計 項目 分類 対象筆数 割合（％）

所在 浦添市字小湾ソミザ 49 16,170 58 100

個人 44 15,734 17 97.30

法人 3 252 8 1.56

市 2 183 61 1.14

原野 1 396 2.45

畑 22 4,457 27.56

雑種地 9 3,522 21.78

宅地 15 4,523 58 27.97

堤 2 3,272 20.23

49筆
／

16,170.58m
2

地目

所有者

地積計（m
2
）

 
 

なお、対象地が属する字小湾ソミザについて、「浦添市史第 6巻」に記載のある土地利用状

況を表 3-4に示す。対象地が属する字小湾ソミザの土地利用状況は、概ね宅地や畑地であり、

過去に工場等が立地していたという情報は確認されなかった。 

 

表 3-4 浦添市史による字小湾ソミザ原の土地利用状況 

小字名 接収前の土地利用状況（「浦添市史第 6 巻」より） 

字小湾ソミザ原 同地域は字の中心地で、ここに小湾の集落が南北に整然と集合していた。宅地と畑

地が大部分で、他に多少の原野、山林があった。集落の中心地として村屋、サーターヤ

ー（砂糖製造場所）、拝所などが集中した。また、「浜辺の村」として避暑地にも使われ、

尚家の別荘である中城御殿、村山御殿があった。畑地は砂質土壌を適地とするスイカを

中心に、人参、キュウリ、トマト、サヤインゲンなどが栽培された。海岸には、潮害林のア

ダンを植栽して、その枯葉は薪の代用に供した。 

 

 

砂糖製造の様子（1939年頃；「小湾写真集 よみがえる小湾集落」より） 
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 3.1.5  水質汚濁防止法に基づく特定事業場の立地状況 

対象地および周辺における水質汚濁防止法に基づく特定事業場の立地や業種を確認するた

めに収集した水質汚濁防止法特定事業場台帳の確認結果を表 3-5、浦添市内に確認された有

害物質使用特定事業場の位置を図 3-29 に示す。浦添市内における特定事業場のうち、有害

物質に関する規制を受けた事業場は 7事業所であった。 

 

表 3-5 有害物質規制対象の特定事業場一覧 

No. 事業場名 所在 特定施設 

① 社会医療法人仁愛会 浦添市伊祖 4-16-1 68-2 病院 

イ：厨房施設、ロ：洗浄施設、ハ：入浴施設 

② シー・アール・シー沖縄

検査室 

浦添市城間 2 丁目 13-3 71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又

は専門教育を行う事業場 

イ：厨房施設 

③ 一般財団法人環境科学

センター 

浦添市経塚 720 71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又

は専門教育を行う事業場 

イ：洗浄施設 

④ 沖縄電力(株)本店 浦添市牧港 5-1074-3 71-4 産業廃棄物処理施設 

ロ：ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化

ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 

⑤ 沖縄電力(株)牧港第一

変電所 

浦添市牧港 5-1056 71-4 産業廃棄物処理施設 

ロ：ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化

ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 

⑥ 沖縄電力城間変電所 浦添市城間 473 記載なし 

⑦ 沖縄明治乳業 浦添市牧港 1-65-1 記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理院地図（電子国土 Web）に加筆 

図 3-29 有害物質規制対象の特定事業場位置図 

① 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

② 

対象地 

⑦ 
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 3.1.6  事故等に関する履歴調査 

対象地における環境関連・航空機の事故等に関する履歴を確認するために収集した「沖縄

の米軍基地」、「過去の航空機関連事故一覧」、「浦添で起きた主な事件事故年表」、「米軍基地

環境カルテ牧港補給地区」および地元新聞記事に記載のある事故等のうち対象地の環境等に

影響を及ぼす可能性のある事故等について整理した事故等履歴一覧を表 3-6に示す。 

牧港補給地区において環境等に影響を及ぼす可能性のある事故等に関する履歴は 13 件確

認されたが、対象地内で発生したという記録は確認されなかった。 

 

表 3-6 牧港補給地区における事故等履歴一覧 

発生日 
事故 

区分 
事故概要 

昭和 48 年 

2 月 20 日 

薬剤流出 錆洗浄用薬剤（クリーニングコンパウンド剤）の溶解作業中、風で同薬の

原粉が飛散したため、日本人従業員が喉や眼の痛み等を訴え、周辺で

作業中の日本人従業員約 180 人が建物外に避難する。 

昭和 48 年 

4 月 

油流出 廃油の流出により沿岸一帯が広範囲にわたって汚染される。 

昭和 49 年 

12 月 19 日 

薬物流出 牧港補給地区内に野積みのまま放置されていた薬物が容器の腐食で海

へ流出し沿岸一帯を汚染し、多量の魚類を死に至らしめる事故が発生。

昭和 50 年 3 月 25 まで数回にわたり発生。 

昭和 50 年 

1 月 

薬物流出 薬物の流出により沿岸一帯が広範囲にわたって汚染される。 

昭和 50 年 

8 月 

薬物流出 牧港補給地区内の自動車整備場から車体洗浄用薬剤（バウンド B クリ

ーナー）が流出し海岸一帯を汚染。同クリーナーの残液から、高濃度の

六価クロム、鉛、カドミウム等の有害物質が検出。 

昭和 51 年 

2 月 12 日 

薬物中毒 基地内で軍需物資の害虫駆除（くん蒸作業）にあたっていた従業員が、

勤務中身体に異常を訴え、帰宅後意識不明となる。作業員の体内から、

大量の臭化メチルが検出。 

平成 8 年 

2 月 3 日 

刺激物発生 牧港補給地区内で民間の建設作業員掘削作業中に、目や鼻に刺激を

受け気分が悪くなる。 

平成 9 年 

11 月 13 日 

火災 牧港補給地区内の倉庫で火災が発生し、次亜塩素酸カルシウムが燃焼

した。 

平成 21 年 

4 月 22 日 

油流出 牧港補給地区内の建物 506 で整備中の車両から油圧オイル 3 ガロン(11

リットル)が流出。うち 3 リットルが排水溝に流れ込んだと思われる。 

平成 21 年 

4 月 27 日 

薬物流出 キャンプキンザ―内の倉庫の汚水管から異臭のする液体が漏れ出し、

日本人従業員が不調を訴える。現場は727と記載された倉庫。体調不良

を訴えていた従業員は民間病院を受診、異常ないと診断される。 

平成 21 年 

6 月 11 日 

油流出 牧港補給地区内の建物618手前の駐車場で整備中の車両からパワステ

オイル 8 オンス(240 ミリリットル)が流出。うち 180 ミリリットルが排水溝に

流れ込んだと思われる。 

平成 22 年 

11 月 5 日 

油流出 浦添市城間の国道 58 号線で米軍トレーラーからエンジンオイル 8 ガロン

(30 リットル)が流出した。 

平成 23 年 

10 月 13 日 

油流出 キャンプ・キンザ―第 2 ゲート付近で 7 トントラックからサスペンションオイ

ルが少量漏れた。 
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 3.1.7  米軍への照会 

米軍が使用していた期間における対象地の使用状況等を確認するために米軍に対して照会

した事項とその回答を表 3-7に示す。 

 

表 3-7 米軍への照会および回答 

No. 照会内容 回答内容 

1 対象地における土地の形質変更（切

土、盛土等）の有無 

工作物及びユーティリティ（地下雨水排水路、道、ゲ

ート、外周保安柵及び電柱）の建設の際に、土地の形

質変更があった。 

2 対象地に所在した建物等の使用目的、

使用状況、場所、排水・廃棄物の処理

方法 

地下雨水排水路は雨水排水のために使用。舗装道路及

びゲートは、区域内への立入を可能にするために設

置。外周保安柵は基地の安全のため、境界線に沿って

設置。電柱は基地の安全のため設置。これらの工作物

は全て良好な状態。これらの工作物に加え、沖縄電力

の電波塔及び小湾川沿いに護岸があるが、護岸の所有

者は不明。対象地において汚水や汚染物があったとい

う記録はない。 

3 対象地における石綿を含む建材また

は埋設管の使用の有無（石綿を含む廃

棄物の一時保管・処分を含む） 

対象地において石綿や石綿を含む建材の使用又は保

管があったという記録はない。 

4 対象地における火器・弾薬類（廃弾を

含む）の一時保管または処理の有無 

対象地において火器・弾薬類を一時保管又は処理した

という記録はない。 

5 対象地における火器・弾薬類（実弾）

を使用した訓練の有無 

対象地において火器・弾薬類を使用した訓練又は他の

運用を実施したという記録はない。 

6 対象地における有害物質※を含むおそ

れのある物質の使用の有無（一時保

管、貯蔵または処分を含む） 

対象地において有害物質※を保管又は処理したとい

う記録はない。 

7 対象地における油類及び有害物質※が

含まれる物質の事故等による流出の

有無 

対象地において油類及び有害物質※が流出したとい

う記録はない。 

8 対象地における地下構造物（燃料タン

ク等）の有無 

対象地において地下構造物が建造されたという記録

はない。 

9 対象地における廃棄物を処分した場

所の有無 

対象地において廃棄物を処分したという記録はない。 

10 対象地における土壌・水質（地下水を

含む）の調査の有無 

対象地において土壌調査や水質調査を実施したとい

う記録はない。 

※土壌汚染対策法の特定有害物質、水質汚濁防止法第 2 条第 2 項第 1 号の政令で定める物質、化学物質の審査及

び製造等の規制に関する法律の第 1種特定化学物質、およびダイオキシン類 
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 3.2 聞き取り調査および現地確認視察 

 3.2.1  聞き取り調査 

3.1 の使用履歴に関する調査で確認した情報を補足するとともに、既存資料では確認でき

ない情報の確認のために行った対象地に詳しい近隣住民等への聞き取り調査結果を表 3-8、

表 3-9に、聞き取り結果位置図を図 3-30に示す。 

 

表 3-8 聞き取り結果一覧（1/2） 

項目 聞き取り調査結果 

使用履歴に関

する項目 

 

 沖縄戦以前は集落と畑で、有害な農薬の使用は無く、工場等の立地は無かっ

た。 

 畑ではニンジン、スイカ、大根等を作っていた。 

 対象地西部にあるイリヌ潟は、周囲を大きな石で囲って護岸を作り、小湾川

の流れを導いて内部に土砂（ジャーガル）が堆積したもの。当初は畑として

利用していたが、その後、キビがらや農作物の干場として利用していた。 

 対象地東側の道路は米軍が建設し、くわん橋はコンクリートの箱を２つほど

置いただけのもの。 

 第 5ゲート付近の区域には廃棄トラックが置かれていた。 

 昔は小湾川河口で泳いだりしていたが、米軍基地が出来てからは基地の排水

口があったため泳ぐのをやめた。 

 昭和 25年頃、おそらく米軍が対象地で砂を採取して穴が開き、その後埋め戻

されたが、埋戻しに使用した土砂はどこから持ってきたかは分からない。 

 対象地より北側の基地内では穴を掘ってゴミを捨てて埋立てていた。 

 イリヌ潟の護岸の石は米軍が持って行ったと思う。それで土砂が波にさらわ

れてイリヌ潟が消失した。 

 対象地の北側で防毒マスクと防護服を着けた人がドラム缶の移し替え作業を

しているのを見たことがある。なお、この付近にはベトナム戦争時の様々な

物資が置かれていた。 

 対象地の東側は(株)あんしんができる前は琉球バスのバス置場として利用さ

れていたが、車両整備等が行われていたかは分からない。 
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表 3-9 聞き取り結果一覧（2/2） 

項目 聞き取り調査結果 

環境等に関す

る項目 

 昭和 50年 8 月頃、対象地より北側の 604倉庫で排水を海に垂れ流しにしてい

て、付近の海域が六価クロムで汚染された。なお、汚染土壌は県と米軍によ

りクバサキスクールに運んだと聞いた。また、時期は不明だが小湾川河口で

も六価クロム汚染があった。 

 昭和 50年頃、浦添市等が対象地南側の旧拓南製鐵工場沿岸で魚を採集し、魚

の残留農薬調査を行った。特にドロクイは高濃度で検出された。当時、牧港

補給地区沿岸で獲れた魚は食べない方がいいと言われていたが、魚を食べて

体調を悪くしたという話は聞いたことがない。 

 昭和 61年頃の西洲の埋め立て工事の際、護岸を造成して海を閉めきった時期

に、対象地沿岸付近に魚の大量死が発生した。なお、対象地の南側にある安

謝川河口で魚の大量死があった。 

 対象地より東側にある球陽生コンクリート西側の段丘部分で平成 30 年 10 月

頃、造成工事中に不発弾（90mm迫撃砲弾）およびタイヤ、コンクリート等の

廃棄物が埋設されているのが発見された。なお、施工業者が土壌調査を実施

したところ、土壌汚染は確認されていない。 

 対象地内で野焼きはなかった。 

戦災等に関す

る項目 

 仲西飛行場で飛行機が着陸に失敗してひっくり返ったことがあった。 

 対象地では艦砲射撃はあったかもしれないが、空襲による爆弾投下はなかっ

たと思う。 

 小湾集落は 2 回に分けて焼夷弾によって焼き払われ、集落に残った人たちは

銃撃された。 
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図 3-30 聞き取り結果位置図 

平成 14年 1 月 12日 国土地理院撮影 

この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院及び米軍撮影の空中写真を複製したものである。（承認番号 平 30 情複、第 1595 号） 

なお、この空中写真を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

穴を掘ってゴミを捨て
て埋め立てた場所 

砂を採取して埋
め戻された場所 

廃棄トラックが置
かれていた場所 

不 発 弾 及 び 廃
棄物発見場所 

イリヌ潟があった場所 
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 3.2.2  現地確認視察による調査 

3.1 の使用履歴に関する調査や聞き取り調査の資料および情報を踏まえた上で行った現地

確認視察の結果を表 3-10、対象地状況写真を図 3-31に示す。 
 

表 3-10 現地確認視察結果 

項目 視察結果 

土壌汚染の 

端緒 

対象地で土壌汚染の端緒となる土壌の変色、異臭、植物の異状な枯れ等といった事象

は確認されなかった。 

水質汚濁の 

発生状況 

対象地南端部の小湾川河口の水質に油膜や異臭といった事象は確認されなかった。な

お、対象地南端部の小湾川河口には、対象地東側からの雨水排水路と浦添市汚水の

流出口が存在していた。 

不発弾等の 

有無 

対象地において不発弾等の存在は確認されなかった。 

廃棄物の 

有無 

廃棄物の埋設の端緒となる不自然な盛土等は確認されなかった。地表の廃棄物につい

ては、対象地および周辺において、空き缶、空きペットボトル、弁当容器、食品容器、ビ

ニール袋、自転車、ブラウン管テレビ、洗濯機、アルミケース、コンクリートブロック、伐採

草木、土のう袋等が投棄されていた。 
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写真撮影箇所図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.1 727 対象地全景 
土壌汚染の端緒となるような異状は認め
られない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 対象地全景 
土壌汚染の端緒となるような異状は認め
られない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 小湾川河口 
水質に油膜や異臭は認められない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.4 浦添市汚水（左側）と雨水排水路
（右側）の流出口 
普段は水が流れていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 護岸とフェンスの間の敷地 
自転車とアルミケースが投棄されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 護岸とフェンスの間の敷地 
伐採草木と土のう袋が投棄されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.7 対象地東側の雨水排水路 
普段は水が流れていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 雨水排水路周辺 
テレビが投棄されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.9 雨水排水路周辺 
洗濯機が投棄されている 

図 3-31 対象地状況写真 

No.1 

No.2 

No.3 
No.4 

No.5 

No.6 

No.7 

No.8 

No.9 
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 3.3 海没地の状況 

対象地の南端部の小湾川河口部では、満潮時に海面下に没する海没地となっていることか

ら（図 1-2参照）、海没地となった時期および原因を調査した。 

 

  1) 聞き取り調査 

海没地となった時期および原因について、関係機関および 3.2.1の地元住民に対して聞き

取り調査を行った。聞き取り調査結果を表 3-11に示す。 

 

表 3-11 海没地に関する聞き取り結果一覧 

聞き取り対象 回答 

関

係

機

関 

浦添市資産税課土地係 当方では分からない。沖縄県中部土木事務所なら分かるかもしれない。 

沖縄県中部土木事務所

河川都市班 

くわん橋までが当方の管轄で、海没地が含まれるくわん橋より下流側

は、水域については那覇港管理組合、陸域については浦添市土地開発

公社が管轄なので、そちらに問い合わせてほしい。 

浦添市土地開発公社 当方では分からない。 

那覇港管理組合 当方では分からない。 

地

元

住

民 

浦添市字小湾郷友会 海没地が含まれる対象地西部はイリヌ潟と呼ばれ、周囲を大きな石で

囲って護岸を作り、小湾川の流れを導いて内部に土砂（ジャーガル）が堆

積したところである。当初は畑として利用していたが、その後、キビがらや

農作物の干場として利用していた。 

米軍による接収後、イリヌ潟の護岸の石は米軍が持って行ったと思う。

それで土砂が波にさらわれてイリヌ潟が消失した。 

 

  2) 資料による確認 

土地登記簿、航空写真および地形図を用いて海没地の状況を確認した。 

土地登記簿によると、当該地は地元住民への聞き取りのとおり、外側は堤防、内側は畑お

よび原野となっていた。 

航空写真（図 3-4～図 3-18）では、昭和 22年(1947年)までは当該海没地を含むイリヌ潟

が残存しているが、昭和 45 年(1970 年)にはイリヌ潟が消失しているのが確認された。その

後は潮位によって干出したり海没したりしている状況が確認された。 

地形図（図 3-19～図 3-28）では、昭和 36 年（1961 年）まではイリヌ潟が陸地として記

載されているが、昭和 48年（1973年）以降は当該地は海域として記載されている。 
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  3) 潮位の変化 

潮位による影響を見るため、対象地に近い那覇験潮所における潮位の変化を調べた。1967

年から 2017 年までの那覇験潮所における潮位の推移を図 3-32に示す。 

図 3-32 に示すように、潮位は年々上昇傾向にあり、近似曲線で見ると年最高潮位は 1 年

に約 0.4cm 上昇し、年平均潮位は 1 年に約 0.2cm 上昇している。1967 年から 2017 年までの

50年では年最高潮位は約 20cm上昇し、年平均潮位は約 10cm上昇している。 

また、潮位（那覇験潮所）の変化による海没地の状況を図 3-33 に示す。海没地の状況を

見ると、現状では潮位 287～324cmで海没し始めている。 

 

y = 0.4343x - 480.44
R² = 0.2609
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R² = 0.5844
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図 3-32 那覇験潮所における潮位の推移（上：年最高潮位、下：年平均潮位） 
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潮位 191cm（10 月 10日 13時） 

 

潮位 219cm（10 月 10日 12時） 

 

潮位 246cm（10 月 11日 12時） 

 

潮位 287cm（10 月 11日 11時） 

 

潮位 324cm（10 月 11日 10時） 

 

潮位 340cm（10 月 10日 9時） 

図 3-33 潮位（那覇験潮所）の変化による海没地の状況 

 

  4) まとめ 

当該海没地は、地元住民への聞き取りおよび土地登記簿によると、戦前に小湾集落の住民

が周囲を大きな石で囲って護岸を作り、小湾川の流れを導いて内部に土砂（ジャーガル）が

堆積した、イリヌ潟と呼ばれる土地の一部である。住民への聞き取りによると、米軍による

接収後、イリヌ潟の護岸の石は米軍により撤去されたという情報が得られた。当該海没地は

岩や砂でできた海岸地形で浸食されやすいため、護岸の石が撤去されたことと潮位の上昇が

あいまって、徐々に自然浸食されて海没するようになったものと考えられる。 

また、航空写真では昭和 22 年(1947年)から昭和 45年(1970 年)の間にイリヌ潟が消失して

いるのが確認でき、地形図では昭和 36年（1961 年）から昭和 48年（1973 年）の間にイリヌ

潟が消失して海域となっていることから、海没するようになった時期は昭和 36年（1961年）

から昭和 45 年(1970年)の間と推察される。 
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 3.4 地下水に関する調査 

今後の支障除去措置に係る調査計画の基礎資料として対象地が置かれた地形・地質的区分

や水利区分・既往地下水調査結果に関する資料を収集・整理するとともに、周辺住宅地から

対象地内に流入している水路についても、その流域およびその区域内に存在する土壌汚染等

のおそれがある施設の有無等について整理した。 

 
 3.4.1  地形地質概要 

浦添市は沖縄本島の南側に位置し、東シナ海に面する西海岸沿いにあり、南に那覇市、東

に西原町、北東に宜野湾市が隣接している。市域は東西 8.4km、南北 4.6km で、北を頂点と

して南西と南東に広がった扇状の形をしており、面積 19.09km2を有する。 

浦添市の地形は東側から西側にかけて傾斜し、浦添市西部では平坦な段丘地形が広がって

いる。「土地分類基本調査（沖縄本島中南部地域「那覇」「沖縄市南部」「糸満」「久高島」）」

（昭和 58 年 3 月作成）によると、対象地は図 3-34 に示すとおり、東部は「海岸低地」、北

西部は「サンゴ礁原（干瀬）」に区分されており、南西部は海域となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「土地分類基本調査（沖縄本島中南部地域「那覇」「沖縄市南部」「糸満」「久高島」）」から引用 

図 3-34 対象地周辺の地形分類図 

Rs 

Rf 

Pc 

Ar 

Hs 

凡例 

 

丘陵地 

 Hs：小起伏丘陵 

 

低地 

 Pc：海岸低地 

 

海岸 

 Rf：サンゴ礁原（干瀬） 

 Rs：礁斜面 

 

その他 

 Ar：埋立地 
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浦添市の地質は下位から上位に砂岩・泥岩を主体とする島尻層群、石灰岩を主体とする琉

球層群、礫質粘土層・砂礫層を主体とする海浜堆積物および沖積層の 3つに大別することが

できる。図 3-35 に示す表層地質図では、対象地は東部には「沖積層（未固結堆積物）粘土・

シルト・砂・礫」が分布し、西部は海域となっている。以下に各論を示す。 

島尻層群は沖縄本島中南部地域の基盤を形成しており、陸上およびその周辺海底下にまで

広く分布している。全体としてよく固結しており、N値は一般に 50以上を示す。 

琉球層群は沖縄本島南部台地および那覇～沖縄市間の西側台地に主として分布しており、

第四紀更新世早～中期に形成された「琉球サンゴ海」のサンゴ礁堆積物がその後の地殻変動

によって隆起台地化したものである。 

沖積層は河川沿い低地や現在の海岸沿いの標高 5m以下の低地に分布する。大部分が海岸沿

いに分布するため海生層であり、1 万年以後の沖積海進によって形成されたものである。全

体としては、N値は 5以下の軟弱地盤を形成する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「土地分類基本調査（沖縄本島中南部地域「那覇」「沖縄市南部」「糸満」「久高島」）」から引用 

図 3-35 対象地周辺の表層地質図 

 

 3.4.2  地下水概要 

「米軍基地環境カルテ牧港補給地区」に示される対象地周辺における井戸・湧水分布状況

を図 3-36、地下水基盤面等高線図を図 3-37に示す。 

浦添市では不透水層となる島尻層群の上に、空隙が多く透水性のよい琉球石灰岩に覆われ

た地帯が広く分布しており、地下水や湧水の表出する場所がいくつも見られる。また、地下

水基盤面等高線は地形の傾斜方向とおおむね一致しており、対象地付近における地下水の流

向は段丘面から低地へと向かうおおむね北西方向であると推定される。 

A 

A 

凡例 

 

A：沖積層（未固結堆積物）

粘土・シルト・砂・礫 
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「米軍基地環境カルテ牧港補給地区」から引用 

図 3-36 対象地周辺の井戸・湧水分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「米軍基地環境カルテ牧港補給地区」から引用 

図 3-37 対象地周辺の地下水基盤等高線図 

対象地 

対象地 
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 3.4.3  流入水系の流域区分 

対象地の南端部に流入している小湾川の流域について、「小湾川水系河川整備基本方針」に

示される流域を図 3-38に示す。なお、本図には図 3-29に示した有害物質規制対象の特定事

業場の箇所も併記した。 

小湾川は浦添市前田の標高100m程度の丘陵地に発し、浦添市経塚から大平、仲西を経て米

軍施設の南側を流下し東シナ海に注ぐ、流域面積4.83㎞2、幹線流路延長約5.5㎞の二級河川

である。土壌汚染等のおそれのある施設として有害物質規制対象の特定事業場を想定すると、

小湾川水系の流域には土壌汚染等のおそれのある施設は存在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理院地図（電子国土 Web）に加筆 

図 3-38 小湾川流域と流域内の有害物質使用特定事業場 

① 
② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 
対象地 ⑦ 
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 3.4.4  既往の地下水等調査結果 

既往の地下水等調査資料として「沖縄県環境白書(平成16～29年度)」の地下水等調査結果

について確認を行った。確認結果を以下に示し、各調査における調査地点位置を図 3-39に示

す。 

 

  1) 水質汚濁防止法に基づく常時監視 

浦添市内で実施された水質汚濁防止法に基づく常時監視結果（地下水）のうち、概況調査

結果を表 3-12、継続監視調査（定期モニタリング調査）結果を表 3-13に示す。 

有害物質に関する概況調査は、平成17年度および平成27年度に「浦添市牧港」、平成21年度

に「浦添市仲間」で実施されていたことが確認されたが、いずれの地点ともすべての調査対

象項目が地下水環境基準に適合していた。また、「浦添市屋富祖」と「浦添市当山」では砒素

を対象とした継続監視調査が実施されていたが、汚染原因としては自然由来の可能性が高い

ことが判明していると記述がある。 

 

  2) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視 

浦添市内で実施されたダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視結果（地下水・土

壌）を表 3-14および表 3-15に示す。 

ダイオキシン類（地下水）に関する常時監視は、平成17年度および平成27年度に「浦添市

牧港2丁目（立津ガー）」、平成21年度に「浦添市 仲間ヒージャーガー」で実施されていたこ

とが確認されたが、いずれの地点とも地下水環境基準に適合していたことが確認された。 

ダイオキシン類（土壌）に関する常時監視は、平成16年度に「浦添市港川」、平成16年度お

よび平成27年度に「浦添市内間（内間東公園）」、平成17年度および平成27年度に「浦添市仲

間（浦添市運動公園）」、平成21年度に「沢岻小学校グランド」、平成27年度に「浦添市産業振

興センター」で実施されていたことが確認されたが、いずれの地点とも土壌環境基準に適合

していたことが確認された。 
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表 3-12 水質汚濁防止法に基づく地下水常時監視結果（概況調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「沖縄県環境白書」から引用 

 

H27 年度 
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表 3-13 水質汚濁防止法に基づく地下水常時監視結果（継続監視調査） 

調査項目 

濃度範囲（mg/L） 

【H15 年度～H28 年度】 

地下水環境基

準値 

（mg/L） 浦添市屋富祖 浦添市当山 

砒素 不検出～0.147 0.007～0.045 0.01 

「沖縄県環境白書」をもとに作成 

 

表 3-14 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく地下水常時監視結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「沖縄県環境白書」から引用 

 

【H21 年度】 

【H27 年度】 

【H17 年度】 
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表 3-15 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく土壌常時監視結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「沖縄県環境白書」から引用 

 

【H16 年度】 【H17 年度】 

【H21 年度】 

【H27 年度】 
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地理院地図（電子国土 Web）に加筆 

図 3-39 常時監視および基地周辺公共用水域監視調査の調査地点 

牧港、立津ガー 

当山地内 

仲間、仲間ヒージャーガー 

牧港補給地区前海岸 

西洲海岸 

牧港海岸 

港川地内 

運動公園 

沢岻小学校 
内間地内(内間東公園) 

産業振興センター 

屋富祖地内 

対象地 
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 3.5 対象地周辺における既往の環境調査結果の収集、整理 

今後の支障除去措置に係る調査計画の基礎資料として、牧港補給地区周辺で過去に行われ

た環境調査結果を収集し、整理を行った。これまでに沖縄県および浦添市が実施した環境調

査結果一覧を表 3-16 および表 3-17、その調査場所位置図を図 3-40に示す。また、沖縄県

環境白書（平成 16～29年度）に公表された、牧港補給地区を対象とした米軍基地周辺公共用

水域監視調査結果を表 3-18～表 3-20に示す。 
牧港補給地区周辺では、基地排水等による周辺海域の汚染をきっかけに 1973年より調査が

実施されている。1973 年の調査では、基地排水で n-ヘキサン抽出物質、鉛、カドミウムが基

準値を超過し、エンジン洗浄が原因と記載されている。また、底質では基準はないが、総ク

ロム、鉛、カドミウムが汚染が懸念される濃度で検出され、これを受け、1974 年に汚染底質

の除去が実施されている。除去により、一定の改善が図られたとされているが、2016 年には

小湾川河口の基地内雨水排水路出口付近の地点で鉛が 510mg/kgの高濃度で検出されている。

ただし、その後の確認調査では、鉛は自然由来の汚染と判断する際に目安となる上限値

（140mg/kg）の範囲内であった。なお、沖縄県環境白書（平成 16～29年度）による牧港補給

地区前海岸での底質調査では、全ての項目で基準値超過はなく、低濃度で推移していたこと

が確認された。 

周辺海域の魚介類の重金属類、農薬類等の調査については、1975 年より実施されている。

1975年の調査では、ドロクイという魚でディルドリンが 0.5572ppm、全 DDTが 0.5548ppmの

高濃度で検出され、ディルドリンは基準値を超過しており、牧港補給地区からの過去の農薬

流出が原因と思われると記載されている。1977 年には、同じくドロクイで PCB が 9ppm の高

濃度で検出され、基準値を上回っていた。クロルデンは 1981年より調査が実施されており、

1981年、1982 年、1987年、1989 年に主にボラで基準値を超過していた。2007 年のレビュー

によると、1992年にネズミフグで総水銀が 0.59ppmの高濃度で検出され、基準値を超過して

いたことが確認されたが、1990年頃以降は重金属類、農薬類は減少傾向にあると記載されて

いる。なお、沖縄県環境白書（平成 16～29年度）による牧港海域での魚類分析結果では、ク

ロルデン類が平成 26年度調査で 0.078ppmの高濃度で検出されているが（各物質の合計値で

示しているため基準値超過しているかは不明）、それ以外の物質については概ね低値で推移し

ていることが確認された。 

浦添市は 2015 年以降、牧港補給地区周辺で水質、底質、生物の PCB、DDT類、鉛について

調査を実施しており、ハブの体内から PCB、DDT類が汚染が懸念される濃度で検出されていた

ことが確認された。 

ダイオキシン類については、沖縄県環境白書によると、平成 19年度調査で牧港海岸および

西洲海岸において底質調査が実施されていたことが確認されたが、底質環境基準に適合して

いたことが確認された。 
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表 3-16 これまでに沖縄県および浦添市が実施した環境調査結果一覧（1/2） 

 タイトル 発行年
調査

機関
※1 調査対象 調査項目

※2 調査
場所 調査結果概要

※3

水質(排水)
n-ヘキサン抽出物質、総クロム、カ
ドミウム、鉛、総水銀、ヒ素、シアン
化合物

n-ヘキサン抽出物質（最大83.0mg/L）、鉛（最大
2.95mg/L）、カドミウム（最大0.082mg/L）が基準
値超過。エンジン洗浄が原因。

底質
総クロム、カドミウム、鉛、総水銀、
ヒ素

基準はないが、総クロム（最大220.0ppm）、鉛
（最大2160ppm）、カドミウム（最大72.0ppm）が高
濃度で検出。

海生生物 カドミウム、鉛、総水銀
鉛とカドミウムが検出されたが、他の非汚染地
域と同程度。

MSA（牧港補給基地）沿岸
魚類の残留農薬について

1975 衛 魚類
アルドリン、ディルドリン、ヘプタク
ロール類、DDT類、BHC類 、有機リ
ン系農薬

①

ディルドリン（最大0.5572ppm）と全DDT（最大
0.5548ppm）が高濃度で検出され、ディルドリン
は基準値超過。MSAでの過去の農薬流出が原
因と思慮。

MSA沿岸における貝の重
金属分析

1975 衛 貝類 カドミウム、鉛、総水銀 ②
検出されたが、対象地と明確な差は認められな
かった。

PCB・重金属による魚類の
汚染調査(第Ⅲ報)

1977 衛 魚類 総水銀、カドミウム、鉛、ヒ素、PCB ① PCB（最大9ppm）が基準値超過。原因は不明。

PCB・重金属による魚類の
汚染調査(第IV報)

1978 衛 魚類

総水銀、カドミウム、鉛、ヒ素、
PCB、T-BHC、T-DDT、ヘプタク
ロール類、アルドリン、ディルドリ
ン、エンドリン

① 検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

水質
（基地排水）

全て不検出。

水質
（周辺海域）

全て不検出。

底質

総水銀、総クロム、カドミウム、鉛、
ヒ素、PCB、有機リン系農薬、DDT
類、ディルドリン、アルドリン、ヘプタ
クロール

カドミウム、鉛、PCB、DDT類、ディルドリン、アル
ドリン、ヘプタクロールが高い値を示した。

PCB・重金属による魚類の
汚染調査(第V報)

1979 衛 魚類
総水銀、カドミウム、鉛、ヒ素、
PCB、T-BHC、T-DDT、ヘプタク
ロール類、アルドリン、ディルドリン

① 検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

水質(排水） クロルデン 全地点で不検出。

底質 PCB、クロルデン
PCB（最大1.5ppm）、クロルデン（最大1.15ppm）
が検出された。

魚類 クロルデン
クロルデン（最大1.35ppm）が検出され、対照地
の約100倍であった。

クロルデンと環境汚染(2)沖
縄県下汽水域魚類中のク
ロルデン残留量

1982 衛 魚類 クロルデン、PCB ①
クロルデン（4.40ppm）、PCB（1.18ppm）が検出さ
れた。

沿岸生物の分析による海
域化学汚染の指標化への
試み（そのⅡ、貝類におけ
る有害物質の蓄積状況）

1982 衛 貝類
鉛、カドミウム、総水銀、DDT、ディ
ルドリン、PCB

① 検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

PCB・重金属による魚類の
汚染調査(第Ⅵ報)

1982 衛 魚類
総水銀、カドミウム、鉛、ヒ素、
PCB、T-BHC、T-DDT、ヘプタク
ロール類、アルドリン、ディルドリン

① 検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

PCB・重金属による魚類の
汚染調査(第VII報）

1983 衛 魚類

総水銀、カドミウム、鉛、ヒ素、総ク
ロム、PCB、T-BHC、T-DDT、ヘプ
タクロール類、アルドリン、ディルド
リン

① 検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

水質
（基地排水）

検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

水質
（周辺海域）

不検出。

底質
検出されたが、特に汚染はないと考えられる。な
お、クロルデン濃度は4年前の90分の１に減少し
ている。

PCB・重金属による魚介類
の汚染調査(第VIII報）

1985 衛 魚類

総水銀、カドミウム、鉛、ヒ素、総ク
ロム、PCB、T-BHC、T-DDT、ヘプ
タクロール類、アルドリン、ディルド
リン

① 検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

沖縄県におけるクロルデン
調査

クロルデン ①1985 衛

昭和52年度 米軍基地排水
調査結果について

1978 衛

①

油分、シアン、総クロム、カドミウ
ム、鉛、ヒ素、総水銀、PCB、有機リ
ン系農薬、DDT類、ディルドリン、ア
ルドリン、ヘプタクロール

①

沖縄県浦添市牧港補給地
区、環境汚染調査報告書

1973 衛

クロルデンと環境汚染(1)-
分析方法と環境汚染の実
態-

1981 衛 ①

※3：赤の網掛は基準値超過、黄色の網掛は基準がない、または基準値を超過していないが汚染が懸念される濃度で検出。

※2：調査項目については、重金属類、農薬類、油類に関する項目のみを記載。

※1：衛；沖縄県衛生環境研究所、環；沖縄県環境政策課、浦；浦添市
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表 3-17 これまでに沖縄県および浦添市が実施した環境調査結果一覧（2/2） 

タイトル 発行年
調査

機関
※1 調査対象 調査項目

※2 調査
場所 調査結果概要

※3

PCB・重金属による魚介類
の汚染調査(第IX報）

1987 衛 魚介類

総水銀、カドミウム、鉛、ヒ素、総ク
ロム、PCB、T-BHC、T-DDT、ヘプ
タクロール類、アルドリン、ディルド
リン

① 検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

沖縄県沿岸魚類中のクロ
ルデン

1987 衛 魚類 クロルデン ① クロルデン（最大1.62ppm）が検出された。

沖縄県沿岸魚介類中のク
ロルデン(Ⅱ)

1989 衛 魚介類 クロルデン ①②
クロルデン（最大0.256ppm）が検出されたが、減
少傾向にある。

PCB・重金属による魚介類
の汚染調査(第10報）

1989 衛 魚介類

総水銀、カドミウム、鉛、ヒ素、総ク
ロム、PCB、T-BHC、T-DDT、ヘプ
タクロール類、アルドリン、ディルド
リン

①② 検出されたが、特に汚染はないと考えられる。

沖縄県牧港、嘉手納海域
における魚類中の重金属
類及び有機塩素系化合物
含有量について

2007 衛 魚介類
カドミウム、鉛、ヒ素、総水銀、総ク
ロム、PCB、DDT類、クロルデン類、
BHC類、ドリン類、HCB

①

1975～2006年の調査を総括したもの。
総水銀は1992年に0.59ppmが検出され基準値超
過。
PCB、DDT類、クロルデン類、ドリン類は1990年
頃まで高濃度で検出されたが、それ以降は減少
傾向。

地下水 ③

河川水
④⑤
⑥⑦

海水 ⑧

貝類 PCB ⑧ 不検出。

底質
④⑥
⑨⑩
⑪⑫

土壌 ⑬

キャンプ・キンザー付近に
おける底質調査

2016 環 底質

カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、
総水銀、PCB、クロルデン類、DDT
類、アルドリン、ディルドリン、エンド
リン、BHC類、HCB

⑩⑪
⑭

小湾川河口の地点の鉛において、基準はない
が510mg/kgの高濃度で検出された。その他は
低濃度。

ハブ
③④
⑥

PCB（最大55mg/kg-fat）、DDT類（最大
8.1mg/kg-fat）が高濃度で検出された。

ネズミ
③④
⑨

PCB（最大0.30mg/kg-fat）が検出され、DDT類
は不検出。

小湾川における鉛に係る底
質調査

2016 環 底質 鉛 ⑮
鉛の最大値は46.5mg/kgで、土壌における鉛の
自然由来の汚染と判断する際に目安となる、含
有量の上限値(140mg/kg)の範囲内であった。

底質
⑥⑧
⑩

PCB、DDT類は検出されたが基準値を下回って
いた。
鉛も検出されたが自然由来の汚染と判断する際
に目安となる含有量の上限値を下回っていた。

アーサ、貝 ⑧
アーサは全て不検出で、貝は鉛が0.31mg/kg検
出されたがEUの参考基準値（1.5mg/kg）を下
回っていた。

ハブ
④⑤
⑥⑨

PCB（最大42mg/kg-fat）、DDT類（最大
16mg/kg-fat）が高濃度で検出された。鉛は不検
出であった。

底質
⑥⑧
⑩

PCB、DDT類は検出されたが基準値を下回って
いた。
鉛も検出されたが自然由来の汚染と判断する際
に目安となる含有量の上限値を下回っていた。

アーサ、貝 ⑧

PCB、DDT類はアーサ、貝ともに不検出。鉛は
アーサ0.15mg/kg、貝0.43mg/kgで検出された
が、EUの参考基準値（1.5mg/kg）を下回ってい
た。

ハブ
④⑤
⑥⑨

PCB（最大20mg/kg-fat）、DDT類（最大
36mg/kg-fat）が高濃度で検出された。鉛は最大
0.19mg/kgとわずかに検出された。

PCB、DDT類

浦添市内における河川水
質・生物中のPCB調査等業
務

2015 浦 不検出。

検出されたが基準値を下回っている。

PCB、DDTに関する貝類及
び底質等調査結果につい
て

2015 浦

PCB

浦添市内における生物中
のPCB等分析業務

2016 浦 PCB、DDT類

※3：赤の網掛は基準値超過、黄色の網掛は基準がない、または基準値を超過していないが汚染が懸念される濃度で検出。

※2：調査項目については、重金属類、農薬類、油類に関する項目のみを記載。

※1：衛；沖縄県衛生環境研究所、環；沖縄県環境政策課、浦；浦添市

キャンプキンザー周辺にお
けるPCB等の調査結果に
ついて

2017 浦

キャンプキンザー周辺にお
ける平成29年度PCB等の
調査結果について

2018 浦

PCB、DDT類、鉛

PCB、DDT類、鉛
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地理院地図（電子国土 Web）に加筆 

図 3-40 これまでに沖縄県および浦添市が実施した環境調査実施場所位置図 

 

対象地 
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表 3-18 米軍基地周辺公共用水域監視調査（底質分析結果） 

調査項目 

濃度範囲（mg/kg） 

【H15～H28 年実施】 基準値 

（mg/kg） 牧港補給地区前海岸 

（St.10 付近海岸） 

カドミウム 不検出～0.14 - 

鉛 1.7～11 - 

六価クロム 不検出 - 

砒素 1.39～6.7 - 

総水銀 不検出 25※1 

PCB 不検出～0.03 10※1 

クロルデン類 不検出～0.003 
クロルデン：20※2 

ヘプタクロル：4.1※2 

DDT 類 不検出～0.002 50※2 

ドリン類 不検出～0.011 
アルドリンとディルドリンの合量：4.1※2 

エンドリン：8.3※2 

HCH（BHC）類 不検出 50※2 

HCB 不検出 - 

※1：底質の暫定除去基準 

※2：「埋設農薬調査・掘削等マニュアル」における土壌濃度指針値（含有量） 

「沖縄県環境白書」をもとに作成 
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表 3-19 米軍基地周辺公共用水域監視調査（魚類分析結果） 

調査項目 

濃度範囲（mg/kg） 

【H15～H27 年実施】 

魚類の基準値 

（ppm） 

注:1ppm = 1mg/kg 牧港海域 

カドミウム 不検出 - 

鉛 不検出～0.05 - 

砒素 不検出～4.8 - 

総水銀 不検出～0.08 0.4※2 

PCB 不検出～0.39 3（内湾内海魚介類）※3 

総クロム 不検出～0.2 - 

DDT 類※1 不検出～0.15 3※4 

クロルデン類※1 不検出～0.078 
クロルデン：0.05※4 

ヘプタクロル：0.05※4 

ドリン類※1 不検出～0.004 
アルドリン及びディルドリンの和：0.1※4 

エンドリン：0.005※4 

HCH（BHC）類※1 不検出～0.015 γ - BHC（リンデン）：1※4 

HCB 不検出 0.1※4 

※1：クロルデン類(7 物質）、DDT 類(6 物質)、ドリン類(3 物質)及び、HCH 類(4 物質）の値は合計値。 

※2：魚介類の水銀の暫定的規制値について 

※3：食品中に残留する PCB の規制について 

※4：残留農薬基準（食品衛生法） 

「沖縄県環境白書」をもとに作成 

 

表 3-20 基地周辺公共用水域監視調査（底質：ダイオキシン類） 

調査項目 

濃度（pg-TEQ/g） 

【H19 年実施】 

環境基準値 

（pg-TEQ/g） 

牧港海岸 西洲海岸 

ダイオキシン類 0.13 0.096 150 

「沖縄県環境白書」をもとに作成 
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 3.6 不発弾等の探査に係る調査 

不発弾等の存在の可能性を調査するため、「沖縄不発弾等事前調査データベースシステム」

（以下、「不発弾等DB」とする）による対象地および周辺における不発弾等の発見状況および

磁気探査等の実施状況を確認するとともに、戦時中の交戦状況や戦後の地形変化および改変

状況について、既存資料の確認や対象地に詳しい近隣住民等への聞き取り調査により情報の

補足を行った。 

 

 3.6.1  不発弾等 DBによる発見状況調査 

「不発弾等DB」により確認した調査対象地および周辺の不発弾等発見状況を図 3-41に示す。 

対象地の周辺にあっては、爆弾の発見はなく、主に砲弾類と、手榴弾、地雷、その他の発

見弾に関する発見履歴（処理事業を含む）があることが確認された。なお、対象地の東側で

は不発弾等磁気探査が4件実施されており、そのうち1件で探査発見弾の履歴が確認された。 

 

 
「沖縄不発弾等事前調査データベースシステム」をもとに作成 

図 3-41 不発弾等 DBによる対象地および周辺の不発弾等発見状況 

対象地 

処理事業 

不発弾等
磁気探査 

【凡例】 
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 3.6.2  戦時中の交戦状況 

戦時中の対象地付近における交戦状況や戦後の地形変化および改変状況を確認するため、

「米軍の進撃ライン」、「浦添市史」、「写真にみる浦添のあゆみ」を確認するとともに、対象

地に詳しい近隣住民等への聞き取り調査を行った。本調査により得られた資料・情報を図 

3-42および表 3-21に示す。 

「米軍の進撃ライン」によると、浦添市における米軍の進撃は昭和20年4月8日から始まっ

ているが、首里付近までの進撃が5月21日と約1ヵ月半を要しており、日本軍の激しい抵抗が

あったことがうかがえる。なお、「浦添市史」によると、米軍上陸以前では対象地の北東部に

あった仲西飛行場が空襲を受け、米軍上陸後、浦添市では大謝名・牧港-我如古-和宇慶が前

線となった記載が確認された。また、米軍は小湾海岸に水陸両用車で上陸し、日本軍の総反

撃と防波堤にさえぎられて苦戦をしいられたが、小湾にあった日本軍部隊はほぼ全滅したと

いう記載が確認された。 

対象地に詳しい近隣住民等への聞き取り調査では、空襲による爆弾投下はなかったと思う

が、艦砲射撃はあったかもしれないという証言があった。また、対象地のある小湾集落は焼

夷弾によって焼き払われ、集落に残った人たちは銃撃されたなど、戦災による影響が大きか

ったことがうかがえる証言があった。なお、対象地より東側にある球陽生コンクリート西側

の段丘部分で平成30年10月頃、造成工事中に不発弾（90mm迫撃砲弾）が埋設されているのが

発見されたとの情報も得られた。 

さらに、不発弾等DBでも対象地周辺において不発弾等の発見履歴が認められていることか

ら、対象地付近は日米軍による激しい交戦が行われた地域と考えられる。 

 

 

「内閣府沖縄振興局沖縄戦関係資料閲覧室 HP」から引用 

図 3-42 沖縄戦における米軍の進撃ライン 
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表 3-21 市史等および聞き取り調査による対象地付近における交戦状況 

時期 交戦状況・戦災状況 

市
史
等 

昭和 18 年 仲西飛行場の建設の準備が進められる。 

昭和 19 年 10 月 10 日 十・十空襲、仲西飛行場も一日中空襲を受けて、その隣接部落に若

干の被害が出た。 

昭和 20 年 3 月 1 日 仲西飛行場攻撃の際に宮城部落で犠牲者が出た。 

昭和 20 年 4 月 1 日 米軍、沖縄本島中部西海岸に上陸。日本軍は大謝名・牧港-我如古-

和宇慶の線で米軍を迎撃する体制を整える。 

昭和 20 年 4 月 6 日～ 大謝名・牧港-我如古-和宇慶の線で日本軍の抵抗が始まる。 

昭和 20 年 4 月 18 日 米軍、港川や城間部落まで接近。伊祖高台をめぐって熾烈な攻防戦

が展開。 

昭和 20 年 4 月 19 日 米軍、首里をはじめすべての前線に猛攻撃を加える。 

昭和 20 年 4 月 23 日 伊祖高台・嘉数高地が陥落、浦添方面では港川-伊祖-仲間-前田が

首里防衛の最前線となる。 

昭和 20 年 4 月 26 日 米軍、仲間-前田高地の陣地に総攻撃。 

昭和 20 年 4 月 28 日 屋富祖、安波茶方面で激しい戦闘。 

昭和 20 年 5 月早々 小湾の日本軍部隊もほぼ全滅状態。2 日には仲西飛行場が占領され

る。なお、米軍は小湾海岸に水陸両用車で上陸したが、日本軍の総

反撃と防波堤にさえぎられて苦戦をしいられた。 

昭和 20 年 5 月 7 日 前田高地の陣地が崩壊。 

昭和 20 年 6 月 23 日 沖縄での組織的な戦闘終了 

聞
き
取
り 

戦時中～戦後 

空襲による爆弾投下はなかったと思うが、艦砲射撃はあったかもしれ

ない。 

対象地のある小湾集落は焼夷弾によって焼き払われ、集落に残った

人たちは銃撃された。 

対象地より東側にある球陽生コンクリート西側の段丘部分で平成 30

年 10 月頃、造成工事中に不発弾（90mm 迫撃砲弾）が埋設されている

のが発見された。 
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 3.7 文化財および植生等調査 

各種調査計画立案時の基礎資料とするため、対象地において、文化財（天然記念物を含む）、

植生等に関する資料等調査および現地確認視察を行った。 

 

 3.7.1  文化財に関する調査 

  1) 文化財 

「浦添市所在指定文化財一覧」を表 3-22および表 3-23に、周知の埋蔵文化財包蔵地推定

範囲を図 3-43に、「浦添市環境マップ」による指定文化財・史跡位置図を図 3-44に示す。 

浦添市に所在する指定文化財は計77件あることが確認されたが、対象地に所在地のある文

化財（史跡を含む）は存在していないことが確認された。ただし、対象地には周知の埋蔵文

化財包蔵地（小湾村集落跡）が存在することが確認された。 

 

  2) 天然記念物 

天然記念物（動物）ではオカヤドカリ、フタオチョウ、クロイワトカゲモドキの3種が地域

を定めずに指定されている。支障除去措置に係る各種調査において、これら天然記念物を発

見した際には速やかに作業を中断し、動物が作業区域外に移動した後に作業を再開する。 

 

 

図 3-43 周知の埋蔵文化財包蔵地推定範囲 



62 

 

表 3-22 浦添市における指定文化財一覧（1/2） 

 
「浦添市文化財課 HP公表資料」 
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表 3-23 浦添市における指定文化財一覧（2/2） 

 
「浦添市文化財課 HP公表資料」 
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「浦添市環境マップ」から引用 

図 3-44 対象地周辺における指定文化財・史跡位置図 

対象地 
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 3.7.2  植生等に関する調査 

  1) 植生 

環境省自然環境局生物多様性センターのWeb-GISから確認した「自然環境保全基礎調査植生

調査(第6回、7回)」の結果を図 3-45に示す。 

対象地で確認される植生は、芝地のみで、残りの部分は造成地および開放水域となってい

る。 

 

 

「環境省自然環境局生物多様性センターWeb-GIS」から引用 

図 3-45 対象地周辺における現存植生図 

 

現地確認視察により確認された主な植生の相観を図 3-46および図 3-47に示す。以下に現

地確認視察により確認された主な植生分布を示す。なお、対象地において保全すべき貴重な

植物群落や植物種は確認されなかった。 

対象地はフェンスに囲まれた米軍施設と小湾川の開放水域の一部である。フェンス内にア

スファルトの道路が1本存在するほかは、広範囲に芝地として利用されていたと考えられるが、

最後の芝刈り以後、多くの草本類が侵入繁茂し、遷移が進行していた。そのため、芝地（コ

ウライシバ）は痕跡が僅かに残る程度であった（写真No.1～№4）。植生は在来種のチガヤ（写

真№5）、ハイキビ（写真№6）、外来種のコメツブウマゴヤシ（写真№7）、シロノセンダング

サ（写真№8）、ヒメオニササガヤ（写真№9）等が小中規模にパッチ状の群落を形成していた。

小湾川の開放水域には汽水域に生育するメヒルギ（写真№10）が小規模な群落を形成するの

みとなっていた。 

なお、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」に指定されているア

メリカハマグルマが対象地東部で確認された（写真№11～No.12）。本種を伐採除去する場合

には、外部に定着しないように適切に処分することとする。 

対象地 

【植生調査(1/2.5 万) 植生図 凡例】 

   ゴルフ場・芝地 

   工場地帯 

   造成地 

   開放水域 

   自然裸地 

※図中の No.は写真撮影場所 

No.1 

No.2 

No.3 

No.4 

No.5 

No.6 

No.7 

No.8 
No.9 

No.10 

No.11,12 
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No.1 芝地（コウライシバ） 

芝地の痕跡が僅かに見られる 

No.2 芝地の遷移 

ゲート側から対象地奥を眺望 

No.3 芝地の遷移 

対象地奥よりゲート側を眺望 

No.4 芝地の遷移 

対象地の中央付近より最奥部を眺望 

No.5 チガヤ群落（在来種） 

パッチ状に生育するチガヤ群落 

No.6 ハイキビ群落（在来種） 

小中規模に生育するハイキビ群落 

図 3-46 現地確認視察で確認された主な群落の相観（1/2） 
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No.7 コメツブウマゴヤシ群落（外来種） 

パッチ状に生育するコメツブウマゴヤシ群落 

No.8 シロノセンダングサ群落（外来種） 

パッチ状に生育するシロノセンダングサ群落 

No.9 ヒメオニササガヤ群落（外来種） 

小中規模に生育するヒメオニササガヤ群落 

No.10 メヒルギ群落（在来種） 

小規模に群落を形成するメヒルギ群落 

No.11 アメリカハマグルマ群落（外来種） 

ゲート付近、「あんしん」側フェンス付近で確認され

た 

No.12 アメリカハマグルマの開花（外来種） 

緊急対策外来種に指定されている 

図 3-47 現地確認視察で確認された主な群落の相観（2/2） 

 

  2) 外来生物 

現地確認視察において、天然記念物（動物）および「我が国の生態系等に被害を及ぼすお

それのある外来種リスト」に指定されている動物は確認されなかったが、牧港補給地区では

過去に特定外来生物のオオヒキガエルが発見されたことがあり、支障除去措置に係る調査の

際に本種を発見した場合には、殺処分し、沖縄県および環境省に連絡する。 
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第4章  資料等調査結果のまとめ 

資料等調査で得られた情報を整理するとともに、調査対象地における土壌汚染、水質汚濁、

不発弾等および廃棄物が存在する蓋然性について評価を行った。 

 

 4.1 調査結果の整理 

資料等調査により得られた情報から、対象地の土地の使用履歴については、土壌汚染、水

質（底質）汚濁、不発弾等、廃棄物に関する事項ごとに土地の使用履歴および有害物質の使

用等（使用・貯蔵・埋設など）・廃棄物の埋設等の事実について、表 4-1のとおり整理した。 
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表 4-1 使用履歴等調査結果のまとめ 

項目 土地の使用履歴等（括弧内は参照ページ） まとめ 

土壌汚染に

関する事項 

 

・軍事占領される以前の対象地および周辺はおおむね集落および

農地であった。（31、35） 

・対象地西部にはイリヌ潟と呼ばれる、周囲を大きな石で囲って護岸

を作り、小湾川の流れを導いて内部に土砂（ジャーガル）が堆積した

場所があった。（35） 

・イリヌ潟では、当初は畑として利用していたが、その後、キビがらや

農作物の干場として利用していた。（35） 

・農地で有害な農薬が使用されたという情報はなく、対象地に工場

などが立地していたという情報もなかった。（35） 

・対象地に隣接する北側では物資が野積みで置かれていた。聞き

取り調査によると、その場所で防毒マスクと防護服を着用した作業

員がドラム缶の移し替え作業をしていたのを目撃したとの情報が得

られた。（17、35） 

・第 5 ゲート付近の区域は廃棄トラック置き場として利用されていた

ことがあり、昭和 48 年の航空写真ではトラックかは不明だが対象地

に何らかの物資が大量に置かれているのが確認された。（18、35） 

・対象地内で野焼きが行われたことは確認されなかった。（36） 

・現地確認視察では土壌汚染の端緒となる土壌の変色や異臭、植

物の異常な枯れ等は確認されなかった。（38） 

対象地での有害物

質の使用等に関す

る事実は確認されな

かった。しかし、対象

地及びその周辺で

は、物資や廃棄トラ

ックが保管されたこ

とがあり、その中に

有害物質が含まれ

ていた可能性は否

定できない。 

水質（底質）

汚濁に関す

る事項 

 

・聞き取りにより対象地に隣接する小湾川で六価クロムによる水質

汚染が発生し、既往調査では底質から鉛の汚染が懸念される濃度

で検出されたこともあった。（36、52、54） 

・昭和 61 年頃には西洲地区の埋め立に伴い、対象地西部の海浜部

も埋め立てられたが、埋め立前に護岸を閉めきった際に対象地の

沿岸部分で魚の大量死が発生した。（36） 

・現地確認視察では小湾川河口の水質に油膜や異臭といった事象

は確認されなかったが、対象地東側からの雨水排水路と浦添市汚

水の流出口が存在していた。（38） 

・対象地周辺における既往調査から、重金属（鉛、カドミウム、六価

クロム、総クロム）や農薬類（ディルドリン、クロルデン、ヘプタクロ

ル、ドリン類、BHC 類）による汚染が確認された。（52～57） 

対象地での有害物

質の使用等に関す

る事実は確認されな

かった。しかし、対象

地周辺では水質汚

染や魚の大量死が

発生したことがあり、

有害物質が残留して

いる可能性は否定

できない。 

不発弾等に

関する事項 

・対象地では艦砲射撃があった可能性がある。（36） 

・不発弾等 DB では対象地内では発見履歴は無かったが、周辺では

発見履歴が確認された。（58） 

対象地では不発弾

の発見履歴は確認

されなかったが、周

辺では確認された。 

廃棄物に関

する事項 

・米軍による接収直後に対象地の東側にはくわん橋と道路が建設さ

れたが、橋はコンクリートの箱を 2 つほど置いただけの簡易なものと

いうこと以外、造成の状況は分かっていない。（35） 

・昭和 25 年頃には米軍が対象地内で砂を採取して穴（深さは 1m に

満たないくらい）が開き、土砂で埋め戻されたらしいが、その際、廃

棄物等が埋設されたという情報は得られなかった。（35） 

・基地建設後に米軍がイリヌ潟の護岸の石を撤去したらしく、土砂が

波にさらわれてイリヌ潟は消失した。その後、排水管が敷設された。

（35） 

・現地確認視察では廃棄物の埋設の端緒となる不自然な盛土等は

確認されなかったが、対象地および周辺に空き缶、弁当容器、自転

車、テレビ、洗濯機、土のう袋、伐採草木等が投棄されている状況

が確認された。（38） 

地表の廃棄物につ

いては確認された。

地中の廃棄物につ

いてはその事実は

確 認 さ れ な か っ た

が、使用履歴から可

能 性 は 否 定 で き な

い。 
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 4.2 蓋然性の評価 

資料等調査により得られた情報から、対象地における土壌汚染、水質汚濁、不発弾等およ

び廃棄物が存在する蓋然性について評価を行った。 

 

 4.2.1  土壌汚染に係る蓋然性の評価 

確認された情報からは対象地において直接的に有害物質の使用等に関する情報は得られず、

現地確認視察においても土壌汚染の端緒は認められなかった。しかし、使用履歴等調査結果

を踏まえ、表 4-2に示す理由から全ての対象物質について蓋然性はあると評価しました。 

 

表 4-2 土壌汚染の蓋然性があると評価される理由および範囲 

対象物質 理由 範囲 

土壌汚染対策法

の 特 定 有 害 物

質、油分 

・米軍が対象地内で砂を採取した後、穴が開き、土砂で埋め戻さ

れたという情報があるが、その際、土壌の汚染に影響のある物質

が混入されなかったことを客観的に示すことが困難であるため。 

・過去に対象地内で廃棄トラック、物資等を一時的に置いていたと

いう情報があるが、これらの物資等の影響により、土壌汚染の可

能性を否定できないため。 

・過去の環境調査結果から対象地周辺において、水質、底質およ

び魚類等の生物体内から重金属類（鉛、カドミウム、六価クロム、

総クロム）、油分が検出されたため、これらの残留による影響によ

り、土壌汚染の可能性を否定できないため。 

小湾川河口部を

除く対象地全域 

農薬類 ・過去に対象地内で廃棄トラック、物資等を一時的に置いていたと

いう情報があるが、これらの物資等の影響により、土壌汚染の可

能性を否定できないため。 

・過去の環境調査結果から対象地周辺において、底質および魚

類等の生物体内から農薬類（ＰＣＢ、ＤＤＴ、クロルデン、ヘプタク

ロル、ドリン類、ＢＨＣ類）が検出されたため、これらの残留による

影響により、土壌汚染の可能性を否定できないため。 

同上 

ダイオキシン類 ・対象地において焼却行為や焼却施設の立地および焼却灰や燃

え殻の埋設等に関する情報は確認されなかったが、米軍が対象

地内で砂を採取した後、穴が開き、土砂で埋め戻したという情報

があるが、その際、廃棄物およびダイオキシン類を含む物質が埋

設されなかったことを客観的に示すことが困難であるため。 

・過去に対象地内で廃棄トラック、物資等を一時的に置いていたと

いう情報があるが、これらの物資等の影響により、土壌汚染を否

定できないため。 

・過去に対象地周辺海域で魚の大量死が発生したことがあり、ダ

イオキシン類を含む物質が漏えいした可能性を否定できないた

め。 

同上 

 

以上より、後述する土壌汚染に係る調査計画においては、土壌汚染対策法に基づく特定有

害物質、油類（鉱油）、農薬類およびダイオキシン類について、汚染状況の概況を確認するた

めの調査計画を立案する。 
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 4.2.2  水質（底質）汚濁に関する蓋然性の評価 

水質（底質を含む）については対象地南端部の小湾川河口部が満潮時に海没するため、当

該部分が該当する。当該部分には牧港補給地区周辺を通る雨水排水路が接続しているが、直

接的に有害物質の流出・浸透に関する情報はなく、地下水汚染に繋がる土壌汚染や水質汚濁

の端緒も確認されなかった。ただし、使用履歴等調査結果を踏まえ、底質について表 4-3に

示す理由から蓋然性はあると評価した。 

 

表 4-3 水質汚濁の蓋然性があると評価される理由および範囲 

対象物質 理由 範囲 

水質汚濁防止法

の有害物質 

 

・過去の環境調査結果から対象地周辺において水質、底質および魚

類等の生物体内から重金属類（鉛、カドミウム、六価クロム、総クロ

ム）および PCB による汚染が確認されたため、基地内雨水排水にこ

れらの有害物質が混入していた場合、小湾川河口部の流入地点付

近で底質に蓄積することが考えられるため。 

・現地確認視察において雨水排水路周辺で廃棄物の投棄が確認さ

れ、有害物質を含むものがないことを客観的に示すことが困難であ

り、降雨に伴い有害物質を含む土砂等が小湾川河口部に蓄積するこ

とが考えられるため。 

小湾川河口

部の底質 

農薬類 ・過去の環境調査結果から対象地周辺において底質および魚類等

の生物体内から農薬類（PCB、DDT、クロルデン、ヘプタクロル、ドリ

ン類、BHC 類）による汚染が確認されたため、基地内雨水排水にこれ

らの有害物質が混入していた場合、小湾川河口部の流入地点付近

で底質に蓄積することが考えられるため。 

同上 

ダイオキシン類 ・土壌汚染と同様の理由により対象地および周辺にダイオキシン類

が残留していた場合、雨水排水に混入して小湾川河口部の流入地

点付近で底質に蓄積することが考えられるため。 

・現地確認視察において雨水排水路周辺で廃棄物の投棄が確認さ

れ、ダイオキシン類を含むものがないことを客観的に示すことが困難

であり、降雨に伴いダイオキシン類を含む土砂等が小湾川河口部に

蓄積することが考えられるため。 

同上 

 

地下水については対象地において直接に地下へ有害物質を浸透させる行為に関する情報や

現に土壌溶出量基準の不適合による土壌汚染は確認されていない。そのため、資料等調査時

点での地下水汚染の蓋然性はないと評価した。ただし、今後、支障除去措置としての土壌汚

染調査が実施され、土壌溶出量基準への不適合（土壌汚染）が認められた場合には、これに

起因する地下水汚染の蓋然性があるといえ、土壌汚染に係る詳細調査（深度方向調査）と併

せて必要な地下水調査計画を立案する。 

以上より、後述する水質（底質）汚濁に係る調査計画においては、水質汚濁防止法に基づ

く有害物質、農薬類およびダイオキシン類について底質汚染の概況を確認するための調査計

画を立案する。 
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 4.2.3  不発弾等に関する蓋然性の評価 

市史等から対象地は日米軍の激しい地上戦が行われた地域といえ、付近に標的となり得る

仲西飛行場があったことから空襲や艦砲射撃の影響も考えられる。また、不発弾等DBではこ

れを裏付けるように、対象地周辺で砲弾等の不発弾発見履歴が認められることから、不発弾

等が存在する蓋然性はあると評価した。 

以上より、後述する不発弾等に係る探査計画においては、磁気探査実施要領(案)（平成24

年10月、沖縄総合事務局開発建設部）および磁気探査実施要領（案）の解説（平成24年10月、

沖縄総合事務局開発建設部）に基づいて貫入深度を計算するとともに、今後の跡地利用計画

を考慮した上で必要な不発弾等の探査計画を立案する。 

 

 4.2.4  廃棄物に関する蓋然性の評価 

地表に投棄された廃棄物については、対象地および周辺で空き缶、空きペットボトル、弁

当容器、食品容器、ビニール袋等が散乱し、自転車、テレビ、洗濯機、アルミケース、伐採

草木、土のう袋が投棄されている状況が確認された。 

埋設された廃棄物については、対象地において埋設の事実は確認されなかった。しかし、

聞き取り調査から米軍が対象地付近で砂を採取して埋め戻したこと、対象地の周辺において

米軍が廃棄物を埋め立てたことや、基地隣接地の造成工事の際に地中に埋設物が確認された

こと、また、対象地西部は海浜を埋め立てたことから、その際に排水管等の既設構造物の埋

設があった可能性は否定できない。以上のことから、埋設物について蓋然性はあると評価し

た。 

以上より、仮に埋設物による汚染があった場合、不用意に掘削を行うことで既設構造物の

破損や汚染が拡散するおそれがあることから、後述する廃棄物に係る調査計画においては地

表を対象とした調査に加え、地中に埋設された廃棄物を対象とした地中レーダー探査を計画

立案する。 
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第5章  調査等計画の立案 

資料等調査により得られた情報および蓋然性の評価から、返還される土地について土壌汚

染、水質（底質）汚濁、不発弾等および廃棄物に関する調査等計画の立案を行った。 

 

 5.1 支障除去措置に係る対象物質 

今後の支障除去措置に係る土壌・水質（底質）調査において、調査対象とする項目は返還

に関する実施計画に基づいて以下のとおりとする。なお、対象地周辺では農薬類が原因と考

えられる、対象地周辺の底質や生物体内からこれらの物質が汚染が懸念される濃度で検出さ

れたことから、本業務では、これらの物質も追加した。農薬類については、対象地周辺での

過去の調査で基準超過または汚染が懸念されたDDT、クロルデン、ヘプタクロル、アルドリン、

ディルドリン、エンドリン、BHCとした。 

関係法令と調査対象物質の一覧を表 5-1に示す。また、土壌汚染対策法に定める特定有害

物質に関する基準を表 5-2、ダイオキシン類に係る環境基準を表 5-3、水質汚濁および地下

水の水質汚濁に係る環境基準を表 5-4に示す。 

鉱油類にあっては、米軍基地跡地の処理事例を参考にすれば、土壌については500mg/kgが

評価基準（500mg/kg以上が基準不適合）となる。 

農薬類については、埋設農薬調査・掘削等マニュアル（平成20年、環境省）の中で、環境

管理指針値が定められており、当該指針値は農薬による汚染の有無等を確認する上での目安

として設定されたものである。埋設農薬調査・掘削等マニュアルにおける環境管理指針値を

表 5-5に示す。 

 

【土壌の汚染に関する項目】 

 「土壌汚染対策法」第 2条第 1項に規定する特定有害物質 

 「ダイオキシン類対策特別措置法」第 2条第 1項に規定するダイオキシン類 

 「鉱油類」 

 農薬類 

【水質の汚濁に関する項目】 

 「水質汚濁防止法」第 2条第 2項第 1号に規定する有害物質 

 「ダイオキシン類対策特別措置法」第 2条第 1項に規定するダイオキシン類 

 「鉱油類」 

 農薬類 
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表 5-1 支障除去措置に係る土壌の汚染および水質の汚濁に係る調査対象物質と関係法令 

物質名 

土壌汚染対策法第 2 条

第 1 項に規定する特定

有害物質 

水質汚濁防止法第2条

第 2 項第 1 号に規定 

する物質 

ダイオキシン類対策特

別措置法第 2 条第 1 項

に規定する物質 

クロロエチレン ○ ― ― 

四塩化炭素 ○ ○ ― 

1,2-ジクロロエタン ○ ○ ― 

1,1-ジクロロエチレン ○ ○ ― 

シス-1,2-ジクロロエチレン ○ ― ― 

1,3-ジクロロプロペン ○ ○ ― 

ジクロロメタン ○ ○ ― 

テトラクロロエチレン ○ ○ ― 

1,1,1-トリクロロエタン ○ ○ ― 

1,1,2-トリクロロエタン ○ ○ ― 

トリクロロエチレン ○ ○ ― 

ベンゼン ○ ○ ― 

カドミウム及びその化合物 ○ ○ ― 

六価クロム化合物 ○ ○ ― 

シアン化合物 ○ ○ ― 

水銀及びアルキル水銀、そ

の他の水銀化合物 
○ ○ ― 

セレン及びその化合物 ○ ○ ― 

鉛及びその化合物 ○ ○ ― 

砒素及びその化合物 ○ ○ ― 

ふっ素及びその化合物 ○ ○ ― 

ほう素及びその化合物 ○ ○ ― 

シマジン ○ ○ ― 

チオベンカルブ ○ ○ ― 

チウラム ○ ○ ― 

ポリ塩化ビフェニル(PCB) ○ ○ ― 

有機りん化合物 ○ ○ ― 

アンモニア､アンモニウム化

合物､亜硝酸性化合物及び

硝酸化合物 

― ○ ― 

塩化ビニルモノマー ― ○ ― 

1,4-ジオキサン ― ○ ― 

1,2-ジクロロエチレン ― ○ ― 

ダイオキシン類 ― ― ○ 

鉱油類 ― ― ― 
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表 5-2 土壌汚染対策法に定める特定有害物質に関する基準値 

物質名 
土壌溶出量基準 

（mg/L） 

土壌含有量基準 

（mg/㎏） 

地下水基準 

（mg/L） 

クロロエチレン 0.002 以下 ― 0.002 以下 

四塩化炭素 0.002 以下 ― 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 以下 ― 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下  0.1 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下 ― 0.04 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 ― 0.002 以下 

ジクロロメタン 0.02 以下 ― 0.02 以下 

テトラクロロエチレン 0.01 以下 ― 0.01 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 ― 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 ― 0.006 以下 

トリクロロエチレン 0.03 以下 ― 0.03 以下 

ベンゼン 0.01 以下 ― 0.01 以下 

カドミウム及びその化合物 0.01 以下 150 以下 0.01 以下 

六価クロム化合物 0.05 以下 250 以下 0.05 以下 

シアン化合物 検出されないこと 50 以下 

（遊離シアンとして） 

検出されないこと 

水銀及びアルキル水銀、その

他の水銀化合物 

水銀が 0.0005 以下、

かつ、アルキル水銀

が検出されないこと 

15 以下 

水銀が 0.0005 以下、

かつ、アルキル水銀

が検出されないこと 

セレン及びその化合物 0.01 以下 150 以下 0.01 以下 

鉛及びその化合物 0.01 以下 150 以下 0.01 以下 

砒素及びその化合物 0.01 以下 150 以下 0.01 以下 

ふっ素及びその化合物 0.8 以下 4000 以下 0.8 以下 

ほう素及びその化合物 1 以下 4000 以下 1 以下 

シマジン 0.003 以下 ― 0.003 以下 

チオベンカルブ 0.02 以下 ― 0.02 以下 

チウラム 0.006 以下 ― 0.006 以下 

ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと ― 検出されないこと 

有機りん化合物 検出されないこと ― 検出されないこと 

 

 

表 5-3 ダイオキシン類に係る環境基準 

媒体 環境基準 

大気 0.6pg-TEQ/m3 以下 

水質（水底の底質を除く） 1pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土壌 1000pg-TEQ/g 以下 
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表 5-4 水質汚濁および地下水の水質汚濁に係る環境基準 

物質名 

水質汚濁に係る環境

基準（健康項目）

（mg/L） 

地下水の水質汚濁に

係る環境基準 

（mg/L） 

底質の暫定除去基準 

（mg/kg） 

四塩化炭素 0.002 以下 0.002 以下 ― 

1,2-ジクロロエタン 0.004 以下 0.004 以下 ― 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下 0.1 以下 ― 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下 ― ― 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 0.002 以下 ― 

ジクロロメタン 0.02 以下 0.02 以下 ― 

テトラクロロエチレン 0.01 以下 0.01 以下 ― 

1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 1 以下 ― 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下 0.006 以下 ― 

トリクロロエチレン 0.01 以下 0.01 以下 ― 

ベンゼン 0.01 以下 0.01 以下 ― 

カドミウム及びその化合物 0.003 以下 0.003 以下 ― 

六価クロム化合物 0.05 以下 0.05 以下 ― 

シアン化合物 検出されないこと 検出されないこと ― 

水銀及びアルキル水銀、そ

の他の水銀化合物 

水銀が 0.0005 以下、

かつ、アルキル水銀

が検出されないこと 

水銀が0.0005以下、か

つ、アルキル水銀が検

出されないこと 

25 

セレン及びその化合物 0.01 以下 0.01 以下 ― 

鉛及びその化合物 0.01 以下 0.01 以下 ― 

砒素及びその化合物 0.01 以下 0.01 以下 ― 

ふっ素及びその化合物 0.8 以下 0.8 以下 ― 

ほう素及びその化合物 1 以下 1 以下 ― 

シマジン 0.003 以下 0.003 以下 ― 

チオベンカルブ 0.02 以下 0.02 以下 ― 

チウラム 0.006 以下 0.006 以下 ― 

ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと 検出されないこと 10 

有機りん化合物 ― ― ― 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素 
10 以下 10 以下 ― 

クロロエチレン ― 0.002 以下 ― 

1,4-ジオキサン 0.05 以下 0.05 以下 ― 

1,2-ジクロロエチレン ― 0.04 以下 ― 
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表 5-5 農薬類に係る環境管理指針値 

物質名 

環境水中 

濃度指針値 

（mg/L） 

土壌濃度 

指針値 

（溶出量） 

（mg/L） 

土壌濃度 

指針値 

（含有量） 

（mg/kg） 

備考 

アルドリン 
0.00026 0.00026 4.1 合量としての値 

ディルドリン 

エンドリン 0.00053 0.00053 8.3  

DDT 0.026 0.026 50 各指針値は代謝物との合量としての値 

クロルデン 0.0013 0.0013 20 

各指針値は trans-クロルデン、trans-ノ

ナクロル、cis-ノナクロル、オキシクロル

デンの合量としての値 

ヘプタクロル 0.00026 0.00026 4.1 各指針値は代謝物との合量としての値 

BHC（ヘキサクロロ

シクロヘキサン） 
0.013 0.013 50 各指針値は異性体との合量としての値 
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 5.2 土壌汚染に係る調査計画 

土壌汚染に係る概況調査計画については以下のガイドライン、マニュアルを参考に計画立

案を行った。 

 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)（平成24年8月、

環境省 水・大気環境局 土壌環境課）（以下、土壌汚染ガイドラインという） 

 油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等

による対応の考え方-（平成18年3月、中央環境審議会土壌農薬部会・土壌汚染技術基準

等専門委員会）（以下、油汚染対策ガイドラインという） 

 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（平成21年3月、環境省 水・大気環境局

土壌環境課）（以下、ダイオキシン類土壌マニュアルという） 

 埋設農薬調査・掘削等マニュアル（平成20年1月、環境省 水・大気環境局 土壌環境課

農薬環境管理室） 

 農薬等の環境残留実態調査分析法（平成11年10月、環境庁 水質保全局 土壌農薬課） 

 

 5.2.1  調査対象物質 

土壌汚染対策法（以下、土対法という）に定める特定有害物質の全項目、油類としての油

臭およびノルマルヘキサン抽出物質、ダイオキシン類、および農薬類のうち、対象地周辺で

の過去の調査で基準超過または汚染が懸念されたDDT、クロルデン、ヘプタクロル、アルドリ

ン、ディルドリン、エンドリンとした。 
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 5.2.2  汚染のおそれの区分の分類 

土壌汚染のおそれの区分の分類は土壌汚染ガイドラインに従い設定した。土壌汚染ガイド

ラインに示される汚染のおそれの区分の分類を表 5-6に示す。 

対象地において直接的な有害物質、油類、および農薬類の使用等に関する情報は確認され

ていないため、蓋然性があると評価した範囲については②の「土壌汚染が存在するおそれが

少ないと認められる土地」に分類した。分類結果を図 5-1に示す。 

 

表 5-6 土壌汚染ガイドラインに示される汚染のおそれの区分の分類 

土壌汚染のおそれの区分 判断の根拠 

① 土壌汚染が存在する

おそれがないと認めら

れる土地 

自然地盤のままであり、人為的改変または既利用地の履歴がないと認

められる土地。 

人為的改変または既利用地の履歴はあるが、有害物質等の使用等、埋

設等、貯蔵等の履歴がないことが認められる土地。 

【土壌汚染対策法における例】 

山林、緩衝緑地、従業員の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未

利用地等 

② 土壌汚染が存在する

おそれが少ないと認

められる土地 

①および③以外の土地。 

【土壌汚染対策法における例】 

事務所、作業場、資材置き場、倉庫、従業員用・作業用通路、事業用の

駐車場、中庭等の空き地、有害物質使用特定施設と一連のプロセスを

構成していない工場棟の敷地等 

③ 土壌汚染が存在する

おそれが比較的多い

と認められる土地 

有害物質等の使用等、埋設等、貯蔵等の履歴が認められる土地。 

【土壌汚染対策法における例】 

特定有害物質の使用等、埋設等、貯蔵等が行われた土地およびこれら

土地・施設と配管で繋がっている施設、またはこれら施設及び関連施設

の排水管及び排水処理施設 
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図 5-1 土壌汚染のおそれの区分図 

 

 5.2.3  調査範囲 

土壌汚染概況調査の調査範囲は表 4-2で示した範囲を基本とするが、具体的な調査範囲に

ついては跡地利用計画等を考慮し、地権者および関係機関等との調整を経て決定する。 
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 5.2.4  調査地点位置 

  1) ダイオキシン類を除く調査対象物質 

土対法の特定有害物質、油類および農薬類に係る土壌汚染概況調査の調査地点位置を図 

5-3に示す。 

土対法の特定有害物質、油類および農薬類の調査地点の位置については「土壌汚染ガイド

ライン」に示される表 5-7の試料採取等の方法を参考にした。土壌試料の採取深度について

は米軍による使用期間において盛土がなされたとの情報はないことから地表を調査基準面と

して、土壌ガス調査については深度0.8～1.0m、土壌調査については表層（0～50cm）を基本

とする。土壌試料の採取の例を図 5-2に示す。 

 

表 5-7 土壌汚染ガイドラインにおける試料採取 

 

「土壌汚染ガイドライン」から引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 土対法第二種・第三種特定有害物質、農薬類と油類の試料採取の例 

【土対法第二種・第三種特定有害物質】 

【農薬類】 

【油類】 
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図 5-3 土壌汚染概況調査地点位置図（ダイオキシン類以外） 
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  2) ダイオキシン類 

ダイオキシン類に係る土壌調査の目的を表 5-8、ダイオキシン類に係る土壌汚染概況調査

の調査地点位置を図 5-5に示す。 

調査範囲は、ダイオキシン類による汚染のおそれのある範囲が明らかでないことから、汚

染状況の概況を把握することとして、小湾川河口部を除く対象地全域を調査範囲とした。試

料採取地点については、ダイオキシン類土壌マニュアルにおける一般環境把握調査に準じて、

対象地を等間隔で方眼状に区分し、その各々の中心付近において試料を採取する。区分の間

隔については、調査指標確認調査に準じ、50m間隔とし、各区画の中心付近において表層5cm

の土壌を5地点混合方式により試料を採取し、分析試料とする。現地確認視察において不法投

棄が確認された小湾川河口護岸部分については、廃棄物を対象として、コンクリート上に堆

積した土壌を5地点混合方式により採取する。ダイオキシン類に係る土壌試料採取イメージを

図 5-4に示す。 

なお、地中から廃棄物等が発見された場合はその都度付近の調査を実施するものとする。

また、汚染が発見された場合は範囲確定調査を実施して、平面範囲と深度範囲を確定させる

ものとする。 

 

表 5-8 ダイオキシン類土壌マニュアルにおける各調査の目的 

調査名 調査目的 

地域概況調査 土壌中のダイオキシン類の概況を把握するために実施する調査。 

 一般環境把握調査 一般環境における土壌中のダイオキシン類濃度の状況を把握するため、特定の発
生源の影響をあらかじめ想定せずに実施する調査。 

発生源周辺状況調査 ダイオキシン類を発生し排出する施設が、一般環境の土壌に及ぼす影響を把握す
るため、発生源の周辺において実施する調査。 

対象地状況把握調査 既存資料等の調査によりダイオキシン類による汚染のおそれが示唆される対象地
における土壌中のダイオキシン類濃度の状況を把握するため、実施する調査。 

調査指標確認調査 地域概況調査の結果、調査指標値（250pg-TEQ/g）以上の地点が判明した場合、
その周辺における土壌中のダイオキシン類濃度を把握するため実施する調査。 

範囲確定調査 地 域 概 況 調 査 又 は 調 査 指 標 確 認 調 査 の 調 査 の 結 果 、 土 壌 の 環 境 基 準
（1,000pg-TEQ/g）を超える地点が判明した場合、環境基準を超える土壌の範囲及
び深度を確定するため実施する調査。 

 

     

ダイオキシン類土壌マニュアルから引用 

図 5-4 ダイオキシン類に係る土壌試料採取イメージ 
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図 5-5 土壌汚染概況調査地点位置図（ダイオキシン類） 
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 5.2.5  調査数量 

本調査計画における調査数量を表 5-9に示す。 

 

表 5-9 土壌汚染概況調査数量表（案） 

調査項目 
試料採取 分析 

採取数 対象物質 検体数 分析方法 

土壌ガス調査 27 第一種特定有害物質 12 物質 27 
平成 15 年環境省告示 

第 16 号 

土壌調査 

(特定有害物質) 
114 

第二種および第三種特

定有害物質 
14 物質 27 

平成 15 年環境省告示 

第 18 号、19 号 

土壌調査 

（油類） 
114 

n-ヘキサン抽出物質 

臭気強度 
 228 油汚染対策ガイドライン 

土壌調査 

（農薬類） 
114 

アルドリン、ディルドリン、エンドリン、

DDT、クロルデン、ヘプタクロル、BHC

（ヘキサクロロシクロヘキサン） 

27 
農薬等の環境残留 

実態調査分析法 

土壌調査 

（ダイオキシン類） 
50 ダイオキシン類 10 

ダイオキシン類 

土壌マニュアル 

※油類および農薬類の土壌試料採取は特定有害物質の土壌試料と併せて実施する。 
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 5.3 水質（底質）汚濁に係る調査計画 

水質（底質）汚濁に係る概況調査計画については以下の図書・マニュアルを参考に計画立

案を行った。 

 底質調査方法（平成24年8月、環境省 水・大気環境局） 

 ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル（平成21年3月、環境省 水・大気環境局

水環境課）（以下、ダイオキシン類底質マニュアルという） 

 埋設農薬調査・掘削等マニュアル 

 農薬等の環境残留実態調査分析法 

 

 5.3.1  調査対象物質 

底質については、暫定除去基準として総水銀とポリ塩化ビフェニルが、環境基準としてダ

イオキシン類が設定されている。また、牧港補給地区の海岸を対象とした基地周辺公共用水

域監視調査では、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素も調査対象としており、本調査計画で

はこれらの物質に加えて、農薬類のうち、対象地周辺での過去の調査で基準超過または汚染

が懸念されたDDT、クロルデン、ヘプタクロル、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、BHC

とした。 

 

 5.3.2  調査地点位置 

底質の概況調査に係る調査地点位置を図 5-6に示す。底質の調査地点の位置については牧

港補給地区周辺からの雨水排水が流入していた地点とした。底質の採取深度については、「底

質調査方法」に従い、底質表面から10cm程度を基本とする。 

 



87 

 

 

図 5-6 底質調査地点位置図 
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 5.3.3  調査数量 

本調査計画における調査数量を表 5-10に示す。 

 

表 5-10 水質汚濁概況調査数量表（案） 

調査項目 
試料採取 分析 

採取数 対象物質 検体数 分析方法 

底質調査 

（金属等） 
1 

カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総

水銀、ポリ塩化ビフェニル 
1 底質調査方法 

底質調査 

（農薬類） 
1 

アルドリン、ディルドリン、エンドリン、

DDT、クロルデン、ヘプタクロル、BHC

（ヘキサクロロシクロヘキサン） 

1 
農薬等の環境残留 

実態調査分析法 

底質調査 

（ダイオキシン類） 
1 ダイオキシン類 1 

ダイオキシン類 

底質マニュアル 
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 5.4 不発弾等に係る探査計画 

不発弾等に係る探査計画については蓋然性があると評価した範囲について「磁気探査実施

要領(案)」および「磁気探査実施要領（案）の解説」を参考に探査計画の立案を行った。 

 

 5.4.1  不発弾の埋没または貫入の可能性に関する土質力学的検討 

不発弾の貫入深度に関する検討は、磁気探査実施要領(案)の解説および対象地近傍の土質

調査で得られたボーリング柱状図に基づいて行った。貫入深度の算定条件を表 5-11に示す

（一般社団法人沖縄県磁気探査事業協同組合より）。 

磁気探査要領(案)の解説のP4～P6には、爆弾を「速度の2乗に比例する抵抗(空気抵抗)を受

ける物体の運動」として解かれた運動方程式に基づき、落下速度、地盤強度に対する貫入深

度の算定式が記載されている。これらの式に基づいて50kg爆弾および250kg爆弾の貫入深度算

定を行った。 

 

表 5-11 貫入深度の算定条件 

飛行条件 投下高度 3000 m 

 飛行速度 300 km/hr 

50kg 爆弾 質量 m 5.102 kg 

 直径 D 0.208 m 

 投影面積 As 0.034 m2 

 長さ Ls 0.762 m 

 着地速度 V0 208 m/s 

 着地角度 θ 14.6 度 

250kg 爆弾 重量 m 24.306 kg 

 直径 D 0.361 m 

 投影面積 As 0.102 m2 

 長さ Ls 1.207 m 

 着地速度 V0 225.8 m/s 

 着地角度 θ 16.7 度 

爆弾 形状係数 0.7  

 

不発弾の貫入深度の算定に用いるボーリングデータ（地盤区分・N値）については、対象地

内においては土質調査が行われていないため、対象地周辺において実施された「小湾川仮橋

設計業務委託」におけるボーリングデータを検討に用いた。したがって、本検討の結果は、

対象地内の不発弾の埋没深度を参考程度に示すものであり、対象地内の不発弾等探査を前提

とした埋没深度については、対象地内でのボーリング結果に基づく検討が別途必要になる。

検討に用いたボーリングデータの位置図を図 5-7に示す。 
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図 5-7 貫入深度算定に用いたボーリングデータの位置図 

 

本検討に用いたボーリング柱状図に記載された埋土は、その時期や過程が不明であるため、

ボーリング調査時と不発弾着地時の地表面の高さの変化は不明である。したがって、安全側

を考慮して、不発弾着地時の地表面を柱状図上の地山上端と仮定し、貫入深度は埋土を除い

た地山上端を基準として計算した。これは、実際の爆弾着地時の地表面は地山上端より上方

にあると考えられるが、その位置を特定できないためである。また、推定される埋没深度（ボ

ーリング調査時）は、貫入深度に埋土の層厚（埋土厚）を加えたものとした。不発弾の貫入

深度・埋没深度計算の考え方を図 5-8に示す。 

 

 

図 5-8 不発弾の貫入深度・埋没深度計算の考え方 
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50kg爆弾および250kg爆弾の貫入深度および埋没深度の計算結果を表 5-12に示す。5インチ

砲弾については磁気探査実施要領(案)に規定されている探査の最大深度である3.50mを採用

した。 

 

表 5-12 貫入深度および埋没深度の計算結果 

業務名：小湾川仮橋設計業務委託 

ボーリング 

地点 

貫入深度（①） 埋土層厚 

（②） 

最大埋没深度 

（①＋②） 50kg 爆弾 250kg 爆弾 

B-1 5.866m 8.222m 2.90m 11.12m 

B-2 5.077m 7.944m 2.00m 9.94m 

 

 5.4.2  探査手法 

地表（地表下50cmまで）に存在する不発弾等については水平探査を基本とする。また、地

中を貫いて存在する不発弾については経層探査を基本とする。また、比較的深く狭い範囲の

時には鉛直探査の適用も検討する。探査手法の仕様を表 5-13、水平探査機器の例を図 5-9、

水平探査の参考図を図 5-10に示す。 

 

表 5-13 探査手法における探査仕様 

想定不発弾 
水平探査における 

測線間隔 

鉛直探査における 

有効半径 

経層探査における 

1 回の掘り下げ厚 

5 インチ砲弾 0.5m 間隔 半径 0.5m 0.5m 

50 ㎏爆弾 1.0m 間隔 半径 1.0m 1.0m 

250 ㎏爆弾 2.0m 間隔 半径 2.0m 2.0m 
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「磁気探査要領(案)の解説」から引用 

図 5-9 陸上水平探査機器の例 

 

 

「磁気探査要領(案)の解説」から引用 

図 5-10 陸上水平探査の参考図 
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 5.4.3  探査範囲 

磁気探査実施要領（案）の解説のP9には、探査計画の前書きとして以下の記述がなされて

いる。 

 

よって、探査範囲や探査深度の計画にあっては、跡地利用の工事における安全確保を目的

とするうえで合理的な計画とするよう努める。 

 

  1) 水平探査 

4.2.3で述べた不発弾等の蓋然性がある範囲は対象地の全域となるが、対象地南端の小湾川

河口部は今後改変を行わないため、探査範囲から除外する。水平探査範囲を図 5-11に示す。

なお、具体的な探査範囲については跡地利用計画や地権者および関係機関との調整を経た上

で決定する。 

 

  2) 経層探査 

4.2.3で述べた不発弾等の蓋然性の評価や埋没深度の計算結果に基づくと、蓋然性がある範

囲は対象地の全域で埋没深度は参考値として9.94～11.12mとなる。ただし、上述の探査計画

の前書きおよび経層探査における1回の掘り下げ厚を踏まえると、陸上の水平探査面から地表

下50cm以深の掘削等を伴わない範囲については経層探査を実施する必要性はなく、また、地

表下50cm以上の掘削等を伴う範囲については跡地利用の工事の掘削深度または埋没深度のい

ずれか浅い方の深度までの経層探査とすることが合理的である。 

探査の目的は工事の安全を確保する目的で実施することが多く、工事の施工計画と探査計

画が合致しないとこの目的を達成することができないことや、不要な費用がかかること等

があるので合理的な計画を立案することが重要である。 
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図 5-11 水平探査範囲図 

 

 5.4.4  探査数量 

本探査計画における探査数量を表 5-14に示す。 

 

表 5-14 不発弾等探査数量表（案） 

探査項目 想定不発弾等 探査範囲 探査方法 

水平探査 弾種を問わず 

小湾川河口部を除く

対象地全域 

（約 16,230 ㎡） 

磁気探査実施要領(案) 

経層探査 弾種を問わず 
50cm 以上の掘削等

を伴う範囲 
磁気探査実施要領(案) 
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 5.4.5  不発弾貫入深度検討のための土質調査実施計画 

土質調査におけるボーリング地点の密度については、「河川砂防技術基準調査編」（国土交

通省、平成26年4月）および「宅地防災マニュアルの解説」（宅地防災研究会、平成19年12月）

を参考にすると、200m毎に1箇所が望ましいと考えられる（表 5-15および表 5-16）。なお、

河川砂防技術調査編では、軟弱地盤、液状化地盤、透水性地盤の存在の把握を目的として、

宅地防災マニュアルの解説では、軟弱地盤の判定を行うことを目的として、ボーリング調査

の密度を示している。 

対象地の西部は埋立地のため、埋立地と元々の陸地を分けて200m間隔でボーリング地点を

設定すると、図 5-12に示す3箇所となる。また、ボーリングの深度については、対象地周辺

での土質調査から不発弾の最大埋没深度が11.12mと算定されていることから、安全側を考慮

して20mとする。 

 

表 5-15 河川砂防技術調査編におけるボーリング密度 

 

出典：「河川砂防技術基準調査編」第 15章第 2節-8 
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表 5-16 宅地防災マニュアルの解説におけるボーリング間隔 

 

出典：「宅地防災マニュアルの解説」[Ⅱ]P24 

 

 

図 5-12 ボーリング地点位置図 

200m 
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 5.5 廃棄物に係る調査計画の立案 

廃棄物が埋設された事実は確認されなかったが、聞き取り調査から米軍が対象地付近で砂

を採取して埋め戻したこと、対象地西部は海浜を埋め立てたことから、その際に排水管等の

既設構造物の埋設があった可能性は否定できない。仮に埋設物による汚染があった場合、不

用意に掘削を行うことで既設構造物の破損や汚染が拡散するおそれがあることから、不発弾

等探査の経層探査を実施する前に地中レーダー探査の実施を計画する。 

 

 5.5.1  調査手法 

地表の廃棄物については、土壌汚染概況調査や水平磁気探査といった地表を対象とした調

査と併せて目視確認を行う。なお、水平磁気探査によって目視では見落とされる可能性のあ

る金属の廃棄物も調査が可能である。 

地中の埋設物については、資料等調査から埋設物に関する有効な情報が確認されなかった

ため、想定埋設物の種類や大きさは特定できない。また、埋設深度については、以下の理由

から最大2m程度と考えられる。 

 

 埋設のために地盤を掘削したと想定した場合、安全かつ安価に作業するために掘削深さ

を浅くし土留工などの仮設工事を行わなかったと考えられる。その際の掘削深さは作業

員の安全を考慮すると1.5～2m程度より深くなるとは考えにくい。 

（参考）国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱[土木工事編]」によると、「掘削の深さが1.5

メートルを越える場合には、原則として、土留工を施すものとする」（原文のまま）とされ

ている。また、US Army Corps of Engineers（アメリカ陸軍工兵隊）のウェブサイト上の資

料（EM 385-1-1, Safety and Health Requirements Manual）においても、5ft（1.5m）未満

の掘削に保護装置（protective systems）は不要とされている。 

 

地中の埋設物を対象とした手法については、以上のことから、埋設物の種類の適用性や探

査深度を踏まえ、地中レーダー探査が適切である。地中レーダー探査を含む物理探査の適用

性を表 5-17に、地中レーダー探査の仕様（案）を表 5-18に示す。なお、探査は地中レーダ

ー探査を基本とするが、条件によってはその他の手法も検討する。 

探査において異常が確認された場所においては、掘削等により廃棄物を確認する。廃棄物

が確認された場合には関係法令に基づいて適切に処理・処分を行うこととし、廃棄物に起因

する土壌汚染等の可能性が考えられる場合には確認された廃棄物の種類や存在範囲に応じて

必要な土壌調査を計画することとする。 
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表 5-17 物理探査技術の適用性 

 
「埋設農薬調査における物理探査の適用性について 報告書」（平成 16年 3月、(社)土壌環境センター）より引用 

 

表 5-18 埋設物探査を目的とした地中レーダー探査の仕様（案） 

測定方法 プロファイル測定 

アンテナ周波数 400MHz（別表を参考に適宜選定） 

探査深度 ～2.5m 程度 

【アンテナ周波数と深度・目的一覧】 

アンテナ周波数 探査深度 探査目的 

200MHz 2.0～2.5ｍ 地下空洞、地質構造、埋設物、遺跡 

350・400MHz 2.0～2.5ｍ 地下空洞、地質構造、埋設物、遺跡、トンネル背面 

800MHz 1.0～2.0ｍ トンネル背面、配筋、亀裂、遺跡 

1.5GHz 0.2～0.5ｍ トンネル背面、配筋、亀裂、遺跡 

 

探査深度 

2～3m 以浅 

2m 程度以浅 

2m 程度以浅 

数 m～数百 m 

数 m～数百 m 

数 m～数十 m 

数 m～数百 m 
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 5.5.2  調査範囲 

調査範囲は、小湾川河口部分を除く対象地全域を基本とする。 

 

 5.5.3  調査数量 

本調査計画における調査数量を表 5-19に示す。 

 

表 5-19 廃棄物調査数量表（案） 

調査項目 想定廃棄物 調査範囲 調査方法 

目視調査 

（地表） 
種類を問わず 

小湾川河口部を除く

対象地全域 

（約 16,230 ㎡） 

現地踏査 

地中レーダー探査 

（地中） 
種類を問わず 

小湾川河口部を除く

対象地全域 

（約 16,230 ㎡） 

地中レーダー探査 
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第6章  関係法令等整理 

今後の支障除去措置にあたって、必要とされる関係法令等による手続き等を表 6-1に示す。 

いずれも土地の形質の変更を行う際に必要な届出であり、既設構造物撤去における基礎撤

去工事や経層探査による掘削において、所定の面積を超える土地の形質の変更が伴う場合に

届出が必要となる。 

 

表 6-1 関係法令等に定める手続き等 

関連法令等 手続き等 

土壌汚染対策法 

（第 4 条 1 項） 

土地の掘削その他の土地の形質の変更（以下「土地の形質の変更」という。）で

あって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模(3,000 ㎡)以上のも

のをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前まで

に、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予

定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

一  軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの 

二  非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

沖縄県赤土等流出防止条例 

（第６条）  

特定事業行為者は、当該事業行為をしようとするときは、規則で定めるところに

より、次の事項を知事に届け出なければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 事業名 

(３) 事業現場の所在地 

(４) 事業現場の面積 

(５) 事業行為の内容 

(６) 赤土等流出防止施設の構造、配置及び管理の方法又は赤土等流出防止

装置の種類及び使用の方法 

(７) その他規則で定める事項 

※事業行為 

土地の区画形質を変更する行為をいう。 

※特定事業行為者 

千平方メートル以上の一団の土地について事業行為をする者（国その他規則で

定める団体（以下「国等」という。）を除く。）をいう。 
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